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あらまし  生活者の知恵の共有を目的とする質問回答サイトでは，一つの質問に対して複数の利用者が回答を書

き込むのが一般的である．本論文では，質問とその質問に対する一連の回答をチャンクと称する．同一のチャンク

に出現する回答者は，質問を介して潜在的に共通した興味を持っていると考え，回答者の共起関係から興味分野の

重なりを抽出し，記事を関連付ける手法を検討する．Yahoo!知恵袋のデータを用いて回答者間の関係性の分析を行

ったので報告する． 
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Abstract  Question and answering bulletin boards is quite useful for sharing life knowledge among users. A chunk is 
generally composed of a question article and several answer ones, and the authors who ask or answer in the same chunk might 
have similar interests. In this paper, we propose an article organization method based on author's relationships who answer a 
same question. We evaluated author's relationships by using an archived data in an actual question-answering bulletin board. 
Dynamic organization method is also discussed with comparing ordinal static structured category. 
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1. はじめに  

電子掲示板，質問回答サイトなどウェブ上の情報交

換・知識共有サイトでは，既に投稿された記事への補

足や反論，質問に対する回答，さらには回答に対する

補足など，追記型の記事が投稿されることが多い．こ

のため，個々の記事は単独では内容が完結せず，記事

の長さも比較的短くなる傾向があるといえる．このよ

うな断片化された記事の内容を理解するには，時系列

上で依存関係にある記事や引用関係にある記事など，

他の記事をあわせて読むことが必要になる．  
本研究では，ある記事と他の記事を動的に関連付け

るための方法を検討する．記事内容の類似性から分類・

クラスタリングする手法はこれまでにも多くの研究が

なされているが，ウェブ上の記事には口語的表現が多

く，挨拶や相槌など会話調の記述が冗長に含まれる反

面，議論の主題となる固有表現などの記述は省略され

ることが多い．このため，出現する語彙のみを用いて

記事を分類するには限界がある．  
そこで，本稿では投稿者の行動に着目することで記

事を関連付ける方法を提案する．生活に密着した知恵

や企業における現場の知恵・困りごとを共有・解決す

る質問回答サイトでは，投稿される記事が質問と回答

とに明確に区分されており，一つの質問記事とそれに

対する複数の回答記事によって，意味的にまとまった

一つの塊を形成している．筆者らは，この塊をチャン

ク (chunk)と称する．同一のチャンク内で回答している

投稿者は，少なくとも，そのチャンクで質問されてい

ることに対して何らかの知識や関心を有すると考えら

れる．同様のことは，電子掲示板やブログなどでも考

えられ，記事へのコメントやトラックバックをした投

 



 

稿者同士，あるいは元記事を書いた投稿者との間には，

知識や関心に重なりがあるといえる．  
本稿では，質問者と回答者という役割が明確に分か

れている質問回答サイトを題材に，チャンク内で共起

する投稿 (投稿者 )の関係から記事を関連付ける手法を

明らかにする．提案法の実現性および有効性を，Yahoo!
知恵袋のデータを用いて評価した．  

 

2. 質問回答サイトにおける投稿者の行動  
2.1. チャンクの構造と投稿者間の関係  

質問回答サイトでは，一つの質問に対して複数の回

答が投稿される．質問と回答からなる一連の投稿を筆

者らはチャンクと称する．質問者が満足してベストア

ンサーを選択した，あるいは，回答となる投稿が一定

期間なされなくなったことで，その質問に対する回答

が締め切られる．それまでの間，回答者は単に質問だ

けを見て回答するのではなく，既に投稿されている回

答へ補足したり，内容を整理したりするのが一般的で

ある．チャンクは，単に個々の回答を質問と関連付け

るだけでなく，回答間の時間的な前後関係や意味的な

関係も表現しているといえる．  
ある質問への回答を書いた回答者同士は，図 1 に示

すように，その質問に関する知識や関心，あるいは何

らかの動機を共有しているといえる．回答者間で共有

されている概念が，他の投稿（図 1 の右側部分 )にまで

及ぶとすると，あるチャンク内で共起した回答者は別

のチャンクにおいても共起する可能性が高いと考えら

れる．  
 

図 1 チャンクの構造と投稿者間の関係  
 

2.2. 内容によるカテゴリ区分の限界  
質問回答サイトにおいて，実用的な利用価値が生ま

れるには，投稿が十分に多く蓄積されていること，お

よび十分に多くの利用者が集まっていることが必要で

ある．質問回答サイトにおけるカテゴリ区分の機能は，

サイトの成長段階によって異なると考えられる．すな

わち，サイトの規模が拡大していく初期段階において

は，運営者によるカテゴリ区分は新たな投稿を引き付

けて成長する一種のシードとして機能するといえる．

一方，サイトが十分に大規模になった成熟段階におい

ては，以下のような問題が生じる．  
 

・投稿先カテゴリの選択が困難  
利用者や投稿数が増加して一つのカテゴリに含まれ

る記事が膨大になると，各カテゴリにどのような記事

が存在するのか把握するのが困難になる．  
利用者にとって，質問の投稿には一定の心理的障壁

があり [1]，過去に投稿された記事から参考になる記事

を探すことが求められる．しかし，参考になる記事を

発見できない利用者は，過去の質問に類似した質問を

新たに投稿する．その際，どのカテゴリに投稿するか

選択するのも難しく，最適ではないカテゴリへ投稿す

る利用者や，同じ質問を複数のカテゴリに投稿する利

用者が出現する．それに対して，過去の質問と回答を

記憶している利用者が紋切り型の回答を投稿する．こ

の繰り返しによって，カテゴリの内外を問わず重複し

た内容が増えていくことになり，カテゴリ区分が形骸

化する．  
 
・回答する記事の選択が困難  

利用者がどの質問に回答するか選択する際，カテゴ

リを選んで新着の質問を見るという方法が第一に考え

られる．しかし，前述のように質問が最適なカテゴリ

に投稿されているとは限らないとすると，カテゴリを

選択してもノイズが多い，つまり回答したいと思う質

問が見つからないということが考えられる．  
  質問者  

実際に運用されている質問回答サイト，例えば Yahoo!
知恵袋においては，投稿がある一つのカテゴリに集中

した場合，より詳細な下位カテゴリを設けることで対

処している．このようなカテゴリ区分では，内容を分

類して質問しやすくすることより，カテゴリ間で投稿

の件数を均一化して回答者が新規の質問をチェックす

る手間を省くことに重点が置かれているといえる．  
質問回答サイトに限らず，電子掲示板やブログにお

いても，記事の内容に基づくカテゴリ区分を行ってい

るサイトは多い．このようなサイトにおいても，カテ

ゴリ区分が有効に機能せず，最新の記事ばかりが参照

され，過去の記事が埋もれてしまう例が散見される．   
このような記事内容に基づくカテゴリ区分の限界を

越えることを目的に，筆者らは，投稿者間の関係性を

考慮することで記事間の動的な関連付けを行う方法を

検討している．   

質問  

回答  

回答者  

チャンク

関連

共起

 



 

表 1 使用データの概要  
214,597 質問数  

回答数  861,723 

 

3. チャンク構造の分析  
3.1. 対象データ 
 Yahoo!知恵袋データは 2004 年 4 月から

2005 年 10 月までの 19 ヶ月分のデータを

含むが，本稿では主に 2005 年 9 月の 1
ヶ月分のデータに着目する．これは，期間中に利用者

数が大きく増加しており，また，利用者のサービスに

対する理解も大きく変化していると思われることから，

全期間のデータを同列に扱うことはできないと判断し

たためである．また 2005 年 10 月では利用者数の減少

が見られることから，利用者数が最大となる 1 ヶ月を

分析対象期間とした．  
2005 年 9 月の 1 ヶ月間の投稿数および投稿者数を表

1 に示す．1 日に約 7,000 件の質問が投稿され，そのそ

れぞれに平均 4 件の回答が投稿されている．なお，1
件の質問に対し，回答は 1 人 1 件，「ベストアンサー」

は 1 件ある．回答数は「ベストアンサー」および「そ

の他の回答」の和となっている．  
カテゴリごとの投稿数を表 2 に示す．カテゴリは全

部で 286 個あり，表 1 に示した 10 個のカテゴリの質問

数は全体の 39.5%にあたる．  
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図 2 利用者ごとの投稿数  

 
 利用者ごとの投稿数の分布を図 2 に示す．全体の 75%
の利用者は 10 件以下，  20%の利用者が 10～100 件，

残り 5%の利用者が 100 件以上となっている．  
 

3.2. チャンクの長さ 
チャンクの長さは，個々の質問ごとに回答の件数と

文字数で評価する．回答数が 2 件以上であれば，回答

者同士の関係性を抽出することができる．また，1 投

稿あたりの文字数に有意な偏りがあれば，回答者間の

関連度の算出に文字数を重みとすることが考えられる． 
 

質問あたり回答数  
表 1 の上位 4 カテゴリについて，質問あたり回答数

の分布を図 3 に示す．  
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図 3 質問あたり回答数  

 
Yahoo!知恵袋では，質問者が最も参考になった回答

を「ベストアンサー」に選ぶことで回答が締め切られ

る．  
「恋愛関係、人間関係の悩み」では回答が 5 件寄せ

られて解決した質問記事が最も多いが，「パソコン、周

辺機器」では回答が 1 件だけの質問記事が最も多い．

実際の投稿内容を見てみると，「恋愛相談、人間関係の

悩み」では数件の回答が寄せられても，さらに回答が

投稿されるのを質問者が待っている傾向がある．一方，

「パソコン、周辺機器」では「なるべく早く解決した

（ベストアンサー）  (214,597) 
（その他の回答）  (647,126) 
ユニーク投稿者数  58,715 
（ユニーク質問者数） 38,650 
（ユニーク回答者数） 41,695 
 

表 2 カテゴリごとの投稿数  

カテゴリ名  質問数

質問あたり回答数  

最大  平均  分散
標準

偏差

16,420 302 6.29 23.78 4.88恋愛相談、人間関係の悩み  
11,624 28 5.14 11.68 3.42政治、社会問題  
11,260 19 2.54 2.67 1.63パソコン、周辺機器  
10,746 49 6.10 15.82 3.98Yahoo!オークション  

8,485 42 4.31 9.36 3.06Yahoo!知恵袋  
6,202 27 3.21 6.42 2.53テレビ、ラジオ  
5,425 15 2.97 3.43 1.85病気、症状、ヘルスケア  
5,053 29 2.95 4.65 2.16地域、旅行、お出かけ>国内  

野球  4,847 24 4.32 7.94 2.82
言葉、語学  4,768 25 3.12 4.65 2.16
※質問数の上位 10 位のカテゴリのみ示す．  

 



 

い」というニュアンスを含む質問が多く，すばやく寄

せられた回答がすぐにベストアンサーに選ばれ，回答

が締め切られるという傾向が見られる．「政治、社会問

題」「Yahoo!オークション」については，ピークがやや

前に寄っているものの，分布はほぼ「恋愛相談、人間

関係の悩み」と同様であった．  

y = 37.769x0.2807
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このことから，一つのチャンクの長さは質問者や質

問の内容，カテゴリの性質などに影響されていること

が明らかになった．  
 

記事の文字数  
質問数が 100 件以上のカテゴリ 120 個について，質

問数と質問記事あたりの平均文字数を図 4 に示す．質

問数はカテゴリによって大きく異なるが，文字数は 100
～350 バイトの範囲に分布しており，カテゴリと文字

数との相関は見出されなかった．  
前項で傾向の違いが確認できた「恋愛相談、人間関

係の悩み」と「パソコン、周辺機器」の 2 カテゴリに

ついて，質問文字数と，その質問への回答の平均文字

数を調べた (図 5)．質問文の長さと回答文の長さには正

の相関があることがわかった．  
 

3.3. 利用者の行動  
回答者の共起関係を用いて既存のカテゴリ区分を越

えて記事を関連付けるためには，回答者間の共起が広

範囲にわたって生じている必要がある．共起する回答

者ペアの抽出および利用者の投稿カテゴリ数を調べた． 
 

チャンク内での回答者の共起  

(a) 「恋愛相談、人間関係の悩み」  

y = 63.919x0.1936

R2 = 0.0581
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 (b) 「パソコン、周辺機器」  

図 5 カテゴリ内の文字数の分布  
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2005 年 9 月のユニーク回答者（期間中に 1 件以上の

回答を投稿した利用者）は 41,695 人．そのうち，投稿

3 件以上の利用者  31,239 人について，同一のチャンク

内で 1 回以上共起する回答者のペアを抽出した．頻度

の分布を図 6 に示す．  
 

図 6 利用者ごとの投稿カテゴリ数  
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 抽出された回答者のペアの総数は 1,844,143 組．そ

のうち，共起回数が 6 以下の回答者ペアが全体の 99%
を占めている．共起回数が 10 以上の回答者ペアは 7,277
組，100 以上は 29 組であった．  
 この結果，回答者ペアと共起回数を用いて，各々の

回答者の興味分野の重なりが推定できると考えられる． 
さらに，回答者 A と回答者 B は共起回数が高く，回

答者 B と回答者 C も共起回数が高い時，回答者 A と回

答者 C の共起回数が低いとしても，回答者 A と回答者

C の興味分野は近いと見なすことができる可能性もあ

る．すなわち，回答者 A に対して，回答者 C が回答し
図 4 各カテゴリの記事数と文字数  

 

 



 

ている質問を提示するなどの応用が考えられる．  
 

利用者とカテゴリ 
利用者ごとの投稿カテゴリ数を調べた (図 7)．  
分布はほぼ Power Law(べき乗法則 )に従っている．

全体の 80%の利用者は 6 個以下，98%の利用者は 30 個

以下のカテゴリにのみ投稿しており，30 個以上のカテ

ゴリに投稿している利用者は全体の 2%に留まる．ま

た，全体の 58%の利用者が 2 個以上のカテゴリに投稿

していることから，投稿者の関係を利用して既存のカ

テゴリを横断する記事の関連付けを行なうことは十分

に可能であるといえる．  
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図 7 利用者ごとの投稿カテゴリ数  
 

4. 試作システム  
4.1. 概要  

チャンク内の投稿者，特に回答者間の共起に基づく

記事の関連付け手法の有効性を示すために，Yahoo!知
恵袋データを用いて利用者実験を行うためのシステム

構築を進めている (図 8)．  
 

図 8 試作システムの概要  
本システムでは，Yahoo!知恵袋データを電子掲示板

の記事に見立て，回答記事は質問記事を引用している

とみなして記事間の引用関係を抽出する．また，記事

間で共起する単語を抽出し，記事の関連付けを行う．  
本システムには，以下の機能がある．  

 
 選択した記事と引用関係にある記事の表示  
 選択した記事の関連記事および関連語の表示  
 引用関係の集中している焦点記事の一覧表示  
 キーワードの一覧表示  

 
利用者は，図 9 に示すようなウェブブラウザ上の GUI

画面を用いて，次々に関連記事をたどりながら，蓄積

された記事を探索的に閲覧することができる．記事間

の関連を重視したナビゲーションによって，思いがけ

ない記事を発見できるなどの効果が実現できている．  
 

 

図 9 試作システムの画面  
 

4.2. 記事の関連付け手法  
本システムでは，「記事中の複数の単語によって表

現・形成される概念」であるトピックを用いて，「一つ

以上のトピックを共有する記事」である関連記事を提

示する．互いに関連するトピックは，一部が重複する

単語集合によって表現されるものとし，この関係を利

用して記事の中からトピックを形成していると思われ

る単語集合を抽出する．個々の単語の抽出精度より，

文の長さや表現の違いなどの影響を避けることを重視

し，本システムでは文字種の変わり目を利用して単語

を抽出し，個々の記事および記事集合全体の中で単語

が繰り返し出現する度合いを調べてキーワードを抽出

する．  
例えば，「つくばエクスプレスが開業して便利にな

った」というトピックを含む記事があるとする．上記

の方法では「つくばエクスプレス」という固有名詞は

抽出されず，図 10 のように「エクスプレス」「開業」

焦点記事一覧  キーワード一覧

記事 DB 

引用関係  

関連記事  

個別記事  

関連語  引用記事  

共起単語  

 



 

 

「便利」「秋葉原」「駅前」といった単語が抽出される．

これらの語の集合がトピックを形成する．トピックを

形成する単語集合は一通りではなく，「開業」「便利」

の組み合わせや「駅前」「秋葉原」の組み合わせなど，

抽出した単語の部分集合もトピックとなりうる．  
また，抽出された単語集合を分類して提示すれば，

サイトに含まれるトピックを一覧できる索引として利

用できると考えている．このような分類は，重複を許

す点でカテゴリ区分より柔軟であり，投稿や利用者が

十分に多い成熟段階の質問回答サイトや電子掲示板に

おいて，カテゴリ区分に代わる記事分類として有効に

機能することが期待できる．  
 

 

図 10 トピックを形成する単語の例  

 

4.3. 利用者行動に基づく記事の関連付け 
本システムを応用し，共起単語の代わりに回答者ペ

アを用い，回答者ペアの重なりから回答者の興味分野

を抽出し，カテゴリ区分を補う記事の提示手法の実現

を目指している (図 11)．  
 

 

図 11 記事関連付けの例  
現在，実データを用いてシステムを構築している段

階である．単独の記事を見ただけでは，どのような状

況で解決のヒントが得られているのかわからず，関連

記事が簡便に見られるようになっていることは，アー

カイブされた質問回答サイトから所望の知識を取り出

すためには不可欠な機能であることが経験上わかった．  
 

5. まとめ  
本稿では，生活者の知恵の共有を目的とする質問回

答サイトを対象に，同一の質問に回答する複数の回答

者間の関係性から回答者間の興味分野の重なりを推定

して記事を関連付ける手法を提案した．実際に運用さ

れている質問回答サイトのアーカイブである Yahoo!知
恵袋データを用いて回答者間の関係性を分析し，質問

あたりの回答者数の分布や投稿しているカテゴリの重

なりの程度を明らかにした．その結果，記事内容だけ

に基づく既存のカテゴリ区分では，カテゴリごとに特

性が異なり，全体を一つの枠組みで扱うことの難しさ

を明らかにできた．  
今後は，構築したシステムを用いて利用者実験を行

い，提案法の効果を定量的に評価するとともに，個々

の投稿者ごとの行動特性を用いるなど，提案法を洗練

していく必要がある．  
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本研究の実施にあたっては，ヤフー株式会社が国立

情報学研究所に提供した Yahoo!知恵袋データを利用し

た．  
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