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特徴語付きウェブ検索インタフェースの提案 

林 祐平†   品川 徳秀‡ 
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あらまし  本研究では，検索結果一覧において，各ページに特徴的に出現する「特徴語群」を付与した検索インタフェース

を提案する．既存の多くの検索サービスでは，ランキングの他にタイトルやスニペットを付加情報として提示し，ユーザのペー

ジ選択を支援している．しかし，これらの付加情報では，ページ中に記載されている内容を推測することは困難である．提案方

式では，複数の特徴語を用いてウェブページ中の注目すべき内容を近似的に表現することで，ウェブページ検索におけるユーザ

のページ選択を支援することをねらいとしている．特徴語は，TF・IDF に語長を考慮した指標を用いて抽出する．プロトタイプ

システムは検索サービスの Web API を利用したウェブアプリケーションとして実現しており，検索結果から IDF を擬似的に計

算するなどの工夫が必要である．本稿では，主に特徴語抽出手法と，システムの実現方式について述べる．また，評価実験に

より，提案インタフェースの有効性を確認する． 
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Abstract  We propose a Web search interface which provides "topic words" extracted from individual searched Web pages, 
in addition to ordinary page features. Most of existing Web search services give users the ranked search result including 
page features such as titles, snipets, URIs, and so on. These features are useful for users to select pages to be browsed, but 
they are not enough to guess page contents. Our purpose is to help page selection by providing a set of topic words of 
individual pages, which approximately represent their page contents. Topic words are extracted based on TF*IDF 
considering their word lengths. Our prototype system has been implemented by using a Web search service API, so that it is 
hard to calculate exact IDF. We approximately calculate IDF by sampling pages from search results. This paper describes the 
scheme extracting topic words and prototype implementation.  
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1. はじめに  

ウェブの情報量増加に伴い，情報メディアとしての

ウェブの有用性や，情報源としての重要度は大きく高

まった．同時に，ウェブ検索のニーズも高まり，その

精度も今日では一定水準に達しており，基本的なツー

ルとして非常に多くのユーザによって日常的に利用さ

れている．しかしながら，ユーザの検索目的や必要と

する文書の特性は多種多様であり，これを正確に把握

することは困難である．このため，検索サービスでは

一般的な検索手法で得られた候補を提示するにとどま

っており，実際に閲覧するページの選択はユーザに委

ねざるをえないのが現状である．  
そのため，ユーザは膨大な数の検索結果から自身の

目的に近いと思われるウェブページを選択し，実際に

ページを閲覧して必要なページを取捨選択せねばなら

ない．この作業はユーザへの負担ともなっている．み

ずほ情報総研の「ビジネスシーンにおける情報探索行

動に関するアンケート調査」[1]によると，多くのユー

ザが検索を諦める理由として，「情報がないことがわか

った」に次いで，「時間がなくなった」や「面倒になっ

た」という理由をあげており，前述の負担はこれらの

一要因になっているとも考えられる．  
一般に，ウェブ検索サービスではこのユーザの探索

を支援する情報として，タイトル，URL，スニペット

を提示している．しかし，これらだけでは手がかりと

して十分ではない．タイトルはウェブページの全体の

概要を特定するためには有益な情報であるが，ウェブ

ページ中の個々の具体的なトピックにまで触れること

 



 

は難しく，必ずしも適切なタイトルが付けられている

とも限らない．スニペットは，検索語の出現位置周辺

の抜粋によって与えられることが多く，実際の記述内

容に触れることができる反面，局所的であり，ページ

全体の内容を示すことが難しい．結果，ページの記述

内容を的確に推測することができず，検索結果一覧と

個々のウェブページを何度も往復する必要が生じる．  
以上の問題に対し，我々は，ページ中のトピックを

推測しやすい特徴語を抽出し，それらのうち主要なも

のを複数提示してページ全体の内容を簡潔かつ網羅的

に示すことによって，ユーザのページ選択にかかる負

担の軽減を目指す  (図 1)．  
特徴語は，検索語に依存せず，ウェブページの本文

から網羅的に抽出されるため，タイトルやメタ情報が

適当に与えられていない場合にも的確な情報を提供す

ると期待できる．また，ユーザが予期しなかった検索

語の発見に繋がることも期待できる．  
 

2. 関連研究  
ウェブ検索インタフェースにおけるスニペットは，

対象ページの抜粋や要約によって与えられる．現行の

検索サービスの多くは検索語の出現位置周辺の抜粋で

あるが，スニペットを構成する語の TF・IDF や位置情

報を考慮することで，スニペットの重要度を計算し，

適なスニペットを提供する手法なども提案されてい

る．提案する特徴語群と比較した，スニペットの特徴

は以下のとおりである．  
 語の出現する文脈から内容をある程度推測可能  
 内容を網羅的に表現するためには，文章量が多く

なる，もしくは適切な要約を生成するのは困難  
 文章を読むために，より多くの時間が必要  

なお，スニペットに関連する研究として，ユーザの目

的に応じて変化できる動的なスニペットの研究が高見

らによって行われている [2]．  
 また，語の抽出に関連して，連接する語を 1 語と見

なし，複合語として抽出する手法が存在する．複合名

詞の抽出とその得点付けについては，湯本らによる 2
単語の連接頻度を考慮する手法 [3]が考案されている．

また，連接する複合語の抽出と得点付けについては，

上村らの研究 [4]によって，単語 N グラムを利用した手

法が存在する．ただし，2 つの研究は，いずれも形態

素解析によって抽出された語を基点としており，効果

的な抽出が行えるかどうかは形態素解析辞書によると

ころも大きい．  
 

3. 特徴語を用いたウェブ検索インタフェース  
中村らによる「情報検索に対する信頼性に関する調

査および結果」[5]では，多くのユーザは検索結果リス

トから閲覧するページを選択する際に も多くの時間

をかける傾向がある反面，同じ場面に時間の無駄を強

く感じるという調査結果が出ている．ユーザが検索開

始から目的に到達するまでの間の判断に要する時間を

短縮したいと考えていることを示す結果である．この

観点から，検索結果一覧から閲覧ページを選択する際

の判断材料として，ページの内容を十分に表現しつつ，

スニペットよりも短時間で内容を把握できるような簡

潔な情報が適しているといえる．特徴語群は簡潔でタ

イトルからは得られない文中の具体的な内容を示す点

で適当な表現であると考えられる．  

 
図 1 検索結果情報の抽出  

 
研究で利用した TF・IDF[6]は，文書中の語の重要

度

一瞥して理解できるよう

な

昧性の回避という観点か

ら

タイトル  

スニペット  

特徴語群  

本

を計算する有効な手法であり，スニペットの抽出や

ウェブページのクラスタリングの重み付けといったウ

ェブ検索に関連する分野でも広く利用される手法であ

る．しかし，ウェブページから抽出した TF・IDF の重

みが高い語であれば，ウェブ検索インタフェースにお

いても，ウェブページの内容を適切に表現する「特徴

語」であるとは言えない．  
前述のとおり，ユーザは，

，簡潔でページ選択に有効な情報を求めている．そ

のため，特徴語群は，1 語で十分に文書中のトピック

を特定できる特徴語の集合によって可能な限り簡潔に

表現されることが理想的である．つまり，各特徴語は

文書中で重要な情報であるだけでなく，内容を推測す

るに足る十分な情報量を持つことが求められる．しか

し，文書検索では，語として形態素解析によって得ら

れた個別の形態素，もしくは語ないし文字の N-gram
が用いられている．これらは，上記のような特徴を満

たしているとは言い難い．  
そこで，我々は情報量や曖

“語長”に注目した．日本語では，複合名詞のよう

に，一般的な語を連接することで意味を限定した語が

多く用いられる．例えば，「緑茶」は「緑」と「お茶」

というふたつの意味を持つ語を組み合わせることでひ

とつの意味を持つ語として成立しており，その意味は

より限定的で多くの情報を持つ．つまり，語は構成要

素が多いほど，狭義で情報量の多いものとなる傾向が

タイトル  

検索結果  
ウェブページ  

 



 

ある．しかし，このような語の連接で形成される複合

語から 小単位の意味を持つ語を明確に同定すること

は困難である．そのため，代替手段として，近い効果

が期待できる“語長”による得点付けを行うことで，

ウェブ検索インタフェースにおけるページ内容提示に

適した特徴語の抽出を試みた．  
なお，5 章に述べるプロトタイプシステムでは，一

般

4. 抽出  
となる語の抽出  

ソースからタグや

タ

知

の推測が容

易

連

続

出

さ

4. 計算  
ら，ページの内容を代表するよう

な

出

的なウェブ検索サービスで提示される情報に特徴語

群を併記したシステムとして開発を行った．  
 

 特徴語

4.1. 特徴語候補

はじめに，ウェブページの HTML
イトル，メタ情報といった本文以外の情報を取り除

き，その結果に対して形態素解析を行い，語に分解す

る．更に，隣接した語を連接し，1 語として扱う．  
本研究において，特徴語になりえる語は，名詞と未

語，複合語である．なお，数詞は名詞の一部として

扱うことが一般的であるが，本稿では，数詞を除く名

詞を“名詞”と表記し，数詞は“数詞”と表記する．

また，一般に形態素解析における未知語とは，形態素

解析辞書に登録されていない語を示すが，これは辞書

に依存する．ここでは，“未知語”とのみ表記する場合

には，辞書に登録されていない語のうち，日本語表記

のものに限定し，英語表記の語は品詞に関わらず，“英

単語”と表記する．ただし，数詞や記号は全て辞書に

登録されているものと見なし，記号は“記号”と表記

する．上記を踏まえた上で，名詞，未知語，複合語を

特徴語候補とする理由を以下に述べる．  
名詞は他の品詞に比べて単独での意味

である．また，形態素解析を行った際，一般的でな

い名詞や造語は未知語として抽出される．これらは記

述内容の特徴を現しやすい語である可能性が高いため，

本研究では未知語を名詞に順ずる語として扱う．  
更に，形態素解析を行った際，スペースを含まず

して抽出された名詞と未知語，英単語，数詞，記号

の一部である長音符と波ダッシュは複合語の構成要素

とみなし，1 語として扱う．これは，3節で述べたよう

に，複合語を 1 語と扱う方がより記述内容を代表する

語として適していると考えられるためである．加えて，

本来の複合語の形成という意味とは別に，形態素解析

で一般的でない語が不用意に分割されることを防止す

る目的も持つ．なお，単独の語と同様に，特徴語候補

はそれ自身が一般的に日本語として扱われる語のみを

対象とする．即ち，英単語，数詞，記号だけの連接で

は特徴語候補として扱わず，名詞，未知語と混在して

連接される場合に限り，特徴語候補として扱う．  
前述の特徴語候補が示すとおり，本システムで選

れる特徴語は，基本的に日本語とそれに準ずる語に

限定している．これは，本研究が日本語のウェブペー

ジを対象としたものであり，複合語や語長を考慮する

手法が日本語の特性に注目したものであることに起因

する．この手法では，専門用語や固有名詞，略称の一

部を特徴語の対象とすることができない．しかし，周

辺の文からも特徴語を抽出することは可能であること

から，内容の理解には大きな問題にならないと仮定し

た．  
  

2. 特徴量

抽出した語集合か

「特徴語」を決定するため，その特徴量を以下の指

標を用いて計算し，その降順でランキングを行う．  
長さ L の語 t の特徴量 w(t)は，ウェブページ p 中の

現頻度 tf(t, p)に補正を加えた offset_tf(t,p)と文書集

合に対する語 t の出現する文書数による重みの近似で

ある sampling_idf(t,randP)，語長による重み lw(t)を利

用 し ， 以 下 の 式 で 計 算 す る ． こ こ で ，

sampling_idf(t,randP)は検索結果上位 M 件からランダ

ムサンプリングした N 件のウェブページ群 randP を文

書集合とした IDF の近似である．詳しくは 4.3 節で述

べる．  

( ) ( ) ( )tlwrandPtidfsamplingpttftw ××= ),(_,  

    ･･･(1) 

( ) ( )( )Epttfpttfoffset +−E= 1,log,_  ･･･(2) 

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= E

randPtdf
NrandPtidfsampling E 1

,
log,_  

    ･･･(3) 

( ) ( )1log10 += Ltlw   ･･･(4) 

ある語が文中の出 中の 度，

語

現頻度，文書集合 出現頻

長のいずれかが突出した値を示す場合に，相対的に

他の重みが小さくなり，影響力を殆ど持たなくなって

しまう．また，TF がこうした突出した値を示す場合の

多くは，一般的な語や機械的に付加される語がほとん

どで，内容の推測には効果がない可能性が高い．IDF，
語長は TF に比べて大きな重みが付与される可能性が

高い．こうした理由から (2)式， (3)式， (4)式ではいず

れもその対数を取る．なお，語長は語の重要性を直接

示す重みではないことから，補助的な要素として働く

ことを目的としており，その加重値は他の重みに比べ

て低く設定した．  
 

 



 

4.3. ランダムサンプリング 
一般に， IDF は対象とする文書集合全体における一

般語の除去と，その語を使用する文書の珍しさによる

重み付けを目的としている．本研究は，検索結果中に

おいて多用されない特徴的な語を抽出したいため，検

索結果を文書集合とみなし，その検索結果における語

の珍しさの指標として用いる．しかし，個々の検索要

求毎に全ての検索結果を文書集合と見立てた IDF を算

出 す る こ と は 現 実 的 で な い ．  ま た ， Google の

PageRank[7]を代表とする被リンク数を考慮したウェ

ブページの得点付けでは，上位結果に選出されるウェ

ブページの話題に偏りが発生する可能性が考えられる．

本システムで利用した Yahoo!の検索サービスでも被

リンク数を考慮する手法が利用されている．さらに，

本研究では Web API により検索サービスを利用する

が，検索結果は一定件数ごとにページングして得られ

るのが一般的であり，取得件数を多くすると検索サー

ビスへの問合せ回数が増加してしまうという問題もあ

る．  
以上の 3 点を踏まえ，本研究では，ウェブページと

検索結果上位 M 件中 N 件をサンプリングしたウェブペ

ージ集合を近似的に文書集合と見立て， IDF の計算を

行うこととした．  
なお，プロトタイプシステムでは N，M はそれぞれ

可変であるが，デフォルト値は，サンプリング数 N を

50，サンプリング範囲 M を上位 300 件までとしている．

ただし，特徴量計算式の性質上，サンプリング数を著

しく増加させた場合， IDF に関する重みが増加し，他

の重みとのバランスが取れなくなる．  
我々が検証した範囲では， IDF を利用しない場合で

は，サンプリングした IDF を利用した場合に比べ，一

般語と検索語，検索語に類似する語の特徴量が大きな

値を示す傾向が強く見られた (表 1)．このことから，サ

ンプリングによる IDF 計算でも，特徴量計算の重み付

けとして有効に働いていると見られる．また，サンプ

リング数について，50 件から 300 件まで変化させた場

合に，特徴量計算で上位に選出される語に関して，重

複が多く，重複する語の文書集合中における出現頻度

はほとんど変化しないという結果が出ている (図 2)．そ
のため，処理時間を考慮し，サンプリング数のデフォ

ルト値を 50 とした．  
 
 
 
 
 
 
 

サンプリング無  
N=0 

ランダムサンプリング
M=300 N=50 

特徴語候補  特徴量  特徴語候補  特徴量

クラスタリ

ング  
1.482 means 法  6.815

クラスタ  1.363 デンドログ

ラム  
6.788

クラスタリ

ング手法  
1.031 短距離法 6.649

データベー

ス  
0.935 クラスタリ

ング手法  
6.258

means 法  0.935 階層的手法 5.849
デンドログ

ラム  
0.931 クラスタ数 5.849

短距離法 0.912 クラスター

分析  
5.528

対象  0.858 データマイ

ニング分野  
5.396

データ  0.858 文献 035 5.354
場合  0.807 群平均法  5.254

表 1 特徴量上位 10 語の例  
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M=300 N=300

M=50 N=50

図 2 特徴量上位 10 語の文書集合中出現頻度の比較例  
 

5. 実装  
5.1. 検索結果における特徴語の提示  

提案手法で抽出した特徴語を提示するプロトタイ

プシステムを開発した．検索結果として，Yahoo!検索

API から提供されるタイトル，更新日時，スニペット

に続け，特徴語群を併せて提示する（図  3）．実行例で

は特徴語は，特徴量の降順で，特徴語候補中上位 5 語

までを表示し，それぞれのページ中の出現頻度を括弧

書きで併記している．  
 

 



 

図 3 特徴語付き検索結果  
 

5.2. システム構成  
本システムは，大きく検索モジュールと特徴語抽出

モジュール，特徴語提示モジュールの３つのモジュー

ルに代表される．正確には，各モジュール間でのデー

タの受け渡しはデータを管理するモジュールやデータ

ベースを介して行われるが，大まかな流れは図 4 に示

したとおりである．  
はじめに，ユーザのブラウザからの検索要求を受け

ると，検索モジュールで Yahoo!検索 API を利用して

Yahoo!検索サービスで検索を行う．検索モジュールで

得た情報は検索結果ページとして即座にユーザに送信

するとともに，特徴語抽出モジュールの特徴語抽出に

利用される．次に特徴語抽出モジュールでは，検索結

果のリンク情報から URL を用いてウェブページ群を

巡回し，各ウェブページの語の収集，特徴量計算を行

う． 後に，特徴語提示モジュールは，ブラウザへの

特徴語の提示を行う．ここでは Ajax による非同期通信

を利用することで，ユーザの探索作業を妨げることな

く特徴語が提示出来るような実装を行った．これによ

り，特徴語を提示するまでの間は，ユーザは，従来と

同等の探索を行うことが可能である．  

図 4 システムの構成と流れ  
 

5.3. 検索結果提示との並列化  
4.3 節で述べたように，検索結果における語の珍し

さを考慮することは，検索結果における特徴語の抽出

で有効に働くと考えられる．しかし，事前に特徴語抽

出処理を行うことが非常に困難であり，検索時に特徴

語計算をするための時間が必要である．このことから，

ユーザへの検索結果画面提示までの応答時間が従来の

検索サービスに大きく劣ることがないよう，本システ

ムでは，検索結果をブラウザへ出力するのと並列して

非同期に特徴語抽出処理を行い，特徴語を後から追加

提示する．  
サンプリングするページの処理が全て終わるまで

語の特徴量の計算ができない．このため，サンプリン

グが終わるまで特徴語無しの検索結果の提示に留める．

特徴語の抽出が完了次第，検索結果一覧に特徴語群を

追加表示する．  
 

5.4. クローリングの並列化  
クローリングのようなサーバとの通信を必要とす

る処理では，サーバからの応答時間が全体処理のオー

バーヘッドとなることがある．そのため，一定数のウ

ェブページの巡回を並列に行うことで，各ウェブサー

バからの応答時間を無駄にしない実装を行った．  
 

6. 評価実験  
6.1. 評価目的  

本研究の目的に従い，特徴語を提示することで被験

者の探索を支援できるか，という観点から，特徴語付

きインタフェース有効性評価を行うこととした．  
 

6.2. 実験方法  
実験では，被験者が検索要求を満たすウェブページ

に到達するまでに必要とした“探索にかかる手間”を

到達までに検索結果から選択したウェブページ数と見

立て，検索要求を満たすウェブページを規定数特定す

るまでの選択回数と選択回数に対して要求を満たすウ

ェブページを特定できた割合を示す適合率に関して，

特徴語がある場合とない場合を比較した．なお，今回

の実験では，ランダムな要素を排除し，サンプリング

数 100・サンプリング範囲上位 100 件についての特徴

語を提示した．  
被験者は，検索要求を確認し，指定された検索クエ

リに従い，検索結果 100 件からの情報の探索を行う．

検索結果一覧画面の情報から検索要求を満たすと判断

した場合には，ウェブページを閲覧し，要求を満たす

かどうかの判定を下す．検索要求を満たすウェブペー

ジを 10 件発見するか，もしくは，要求を満たすウェブ

ページがこれ以上ないと判断した時点で終了とした．

なお，検索結果から選択したウェブページからの内部

リンクのみ探索を許した．  
実験は，４つの検索要求と対応検索クエリに対して

行った．被験者 2 人づつを 1 組に見立て，それぞれに

提示される検索結果の特徴語の有無は検索要求毎に互

い違いになるようにした．  
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被験者は 4 人で，いずれも一般的なウェブ検索サー

ビスの利用には十分に慣れている．  
検索要求と検索クエリは以下の 4 つである．  
 
検索要求 1 

“「花粉症対策メガネの情報」が知りたい” 
検索クエリ 1 

“花粉症  AND メガネ” 
 
検索要求 2 

“「美味しいカレーの作り方」が知りたい” 
検索クエリ 2 

“美味しい  AND カレー  AND 作り方 ” 
 
検索要求 3 

“「データの分類手法のひとつである  
クラスタリング」について知りたい” 

検索クエリ 3 
“クラスタリング” 
 

検索要求 4 
“「福田康夫の総理就任後の活動」が知りたい” 

検索クエリ 4 
“福田康夫” 

 
検索 1 は，検索要求がかなり明確で，要求を満たす

ウェブページを多く含むと考えられる適当な検索クエ

リによる検索を想定した．検索 2 は，定量的に判断で

きない曖昧な検索要求の検索を想定した．検索 3，検

索 4 はともに検索クエリが十分な絞り込みを行えてい

ない不十分な検索を想定している．ただし，検索 3 が

概ねシステムの多重化および冗長化とデータ分類に関

する 2 種類の話題で構成されるのに対し，検索 4 の検

索クエリに該当する検索結果のウェブページ群で扱わ

れる話題は多岐にわたることが考えられる．  
 

6.3. 結果と考察  
 

特徴語無 特徴語有  

特
定
数 

選
択
回
数 

適
合
率 

特
定
数 

選
択
回
数 

適
合
率 

検索 1 10.0 13.5 74.0% 9.5 11.5 82.6%
検索 2 10.0 19.5 51.3% 10.0 12.0 83.3%
検索 3 5.5 14.0 39.3% 10.0 13.0 76.9%
検索 4 10.0 15.5 64.5% 6.0 11.5 52.2%

表 2 ページ選択回数と適合率  
 

特徴語を提示した場合と提示しない場合のそれぞ

れについて，特定数・選択回数・適合率の平均値を示

した (表 2)．  
全ての検索結果で選択回数の減少傾向が見られる．

これは，被験者が検索結果から必要な情報を探索する

際に，絞り込み条件として特徴語を利用したことの裏

付けである．また，検索 1，検索 2，検索 3 では，いず

れも特定数の大幅な減少は認められず，特徴語を利用

して検索結果からの絞り込みを行った場合でも，情報

は十分に収集できていると判断できる．更に，これら

３つの例では，特徴語を利用した場合に，適合率が上

昇しており，ページ選択が効率的に行えていることが

伺える結果である．  
検索 4 では，選択回数の減少に伴い，特定数の減少

も見られるため，検索要求を満たすウェブページの見

落としが発生していると考えられる．検索 4 は検索結

果の話題にもっともばらつきがあり，検索クエリが検

索要求を十分に表現できていない．検索結果の話題が

多岐にわたる場合，検索結果中の IDF を考慮しても，

ページ特有の語を抽出することは困難である．このた

め，特徴語が本来の機能を十分に発揮せず，被験者に

誤った理解を与えた可能性を持つ．  
しかし，検索 3 の結果が示すとおり，検索クエリが

完璧に検索要求を表現しない場合に，必ずしも悪い結

果に繋がるわけではない．検索結果に一定の話題の収

束が見られる場合には，特徴語は，見落としがちなウ

ェブページの発見に繋がる可能性を持つ．  
 

7. おわりに  
本稿では，検索インタフェースの向上を目的とした

特徴語抽出手法の提案を行った．サンプリングにより

IDF を近似し，更に語調を考慮することで，比較的内

容を表現する特徴語を抽出できる可能性が見られた．

これを用いた検索インタフェースでも，一定の有用性

を確認できた．  
今後の課題として， IDF のサンプリングに関する更

なる検証とより適当な情報量の近似手法の提案，特徴

量計算の 適なパラメータの決定方法の検討が必要で

ある．また，ウェブページ中の各話題の中心となる語

への重み付けや，タイトルや見出し，強調表示などの

タグ情報からの語への重み付けを検討することで，よ

り効果的な特徴語抽出を目指す．また，インターフェ

ース面で，効果的な可視化手法を検討することも今後

の課題となる．  
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