
DEWS2008 B7-3

集団的Web情報探索のための検索行動の抽出・適用方式
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あらまし 現在，検索エンジンを用いたWeb空間における情報探索が普及している．また，Web情報探索は，ユーザ

1人で行うだけではなく，同じ目的を持ったグループで行う機会も増えている．このような集団的Web探索は，複数

のユーザによる検索範囲の分担など，ユーザ間での連携が必要となるような行動である．しかし，各ユーザの探索行

動に関する情報を効果的に共有する手法が確立していないため，こうした連携が効率的に行われていないことが多い．

そこで本稿では，検索ノウハウを用いた検索行動の共有・適用方式を実現するために，検索スケルトンという概念を提

案する．検索スケルトンとは，検索行動に用いられたクエリ中のキーワードの特性を判定することによって得る検索

行動の構造を表すものである．この検索スケルトンを検索行動から生成し，その構造を基に検索行動パタンを判定す

る．また判定された検索行動パタンを基に検索スケルトンの変換を行う．そして，この検索スケルトンを検索行動を

行ったユーザとは異なるユーザに対して適用することで，ユーザ間で検索ノウハウを共有・適用する方式を実現する．
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Abstract Recently, Web search using search engines is popular, and cooperative Web search is also getting pop-

ular. Cooperative Web search is a search activity executed by a group of users who have the same purpose. In

cooperative Web search, though users need to share information about search activity of each user, there are no

methods to support it. In this paper, we propose a concept of “search skeleton” to share and use search know-how of

individual users with other users in cooperative Web search. A search skeleton shows a structure of search behavior

by keyword characteristics and relationships of search keywords. Search activity pattern is judged by structure of

search skeletons. In addition, search skeletons are transformed to the different search skeleton for other users. Users

can share and use search know-how by applying transformed search skeleton to other users’ search activity.

Key words Search know-how, Search skeleton, Search activity pattern, Corporative web search

1. は じ め に

Web情報探索を行うときに，他人の検索行動を意識するよう

なことがある.例えば,複数人で同じ様な意図を持って検索を行

う時は,他の人の検索行動が参考になる場合がある．友人同士

で,グループ旅行について調べるときなどは，皆が同じ旅行先

について調べるのではなく，それぞれが異なる目的地について

情報収集を行い，それぞれのプランを提案する．このときに，

他の人のプランが気に入ったとしても，同じ様なプランで違う

目的地について調べたいと思った場合，今までの複数人による

集団的Web情報探索では，その人の検索行動を解析すること

ができないため，他人の意図を応用して異なるトピックについ

て調べる，というようなことが困難であった．しかし，本手法

を用いることにより，他人の検索行動における意図を “検索ノ

ウハウ”として，異なるトピックへと応用することが可能にな

り，連携的な集団的情報探索を行うことができる（図 1）．
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図 1 検索ノウハウの利用

検索行動における検索ノウハウとは，その人物がどのような

意図を持って，どのような手順で検索を行ってきたのか，とい

う検索者の意図を示すような概念である．本研究では，検索行

動を行うユーザが検索に用いた検索キーワードの，検索行動中

での役割を判定し，検索行動の構造化を行う．この構造化され

た検索行動を検索スケルトンと呼ぶ．また，検索スケルトン間

の関係を判定し，それを基に検索行動パタンの判定を行う．そ

の検索行動パタンを基に，生成された検索スケルトンの変換を

行う．さらにこの変換した検索スケルトンを異なるユーザの検

索トピックに適用し，クエリの集合を獲得する．

以下，2節で本研究の概要と関連研究について，3節で検索

スケルトンについて，4節で検索行動パタンについて述べる．5

節で検索ノウハウの適用について，6節でまとめと今後の課題

について述べる．

2. 本研究の概要

2. 1 本研究のアプローチ

集団的Web情報探索においては，各ユーザの目的はほとん

ど同一である場合が多いと考えられる．たとえばグループ旅行

の計画を立てる際に,複数人で旅行の宿泊先を探して，観光ス

ポットを提案しあう，というようなことが集団的Web情報探

索における目的としてあげられる．このような集団的情報探索

では，他のユーザがどのような意図をもって検索行動を行って

いるのかを把握し，その検索行動に関連する情報について調べ

たり，情報探索の分担のために，異なるトピックについて調べ

るなど，円滑な情報探索のために，連携的な情報探索を行うこ

とが重要であると考えられる．

本研究ではこうした各ユーザのWeb情報探索における検索

行動から検索スケルトンを生成し，その構造から検索行動パタ

ンを判定して変換を行い,変換した検索スケルトンを他ユーザ

へ適用する手法を提案する (図 2)．この一連の手順を本稿では

検索ノウハウの適用という. 本手法は大きく検索スケルトンの

生成，検索行動パタンの判定，検索スケルトンの適用の 3つの

部分に分けられる．

2. 1. 1 検索スケルトンの生成

検索スケルトンは，検索行動に用いられたクエリの構造を

表したものであり，ユーザの検索行動は，この検索スケルトン

の列によって表される. 検索スケルトンは，クエリに含まれる

キーワードの，検索行動における役割を判定することによって

生成される．この役割の判定は，検索行動を行ったユーザと，

その検索行動のノウハウを利用するユーザの検索トピックを表
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図 2 検索ノウハウの適用手法

すキーワードによって判定する．キーワードの役割を示すよう

な特性として，本研究では中心キーワード，静的キーワード，

動的キーワード，関係性キーワードという 4つの特性を定義す

る.このキーワード特性の組み合わせによって検索スケルトン

は構成されている.

2. 1. 2 検索行動パタンの判定

検索行動パタンは，検索行動におけるユーザの検索の傾向を

表す概念である．この検索行動パタンは，検索行動より生成さ

れた検索スケルトンの構造から判定される．検索スケルトン同

士の関係性の組み合わせによって検索行動パタンが判定され，

判定された検索行動パタンに応じて，検索スケルトンの構造変

換を行う．検索スケルトンの構造変換では，スケルトンそのも

のを削除したり，スケルトンの構成要素であるキーワード特性

を変化させるといったことを行う．

2. 1. 3 検索ノウハウの適用

変換した検索スケルトンを，検索行動を利用するユーザの検

索トピックに適用し，他のユーザの検索行動を利用して自分の

トピックに関しての検索行動を行った場合のシミュレーション

を行う．このシミュレーションにより，ユーザは実際にそのト

ピックに関しての検索行動を行わずとも，検索クエリ集合と，

そのクエリによる検索結果を得ることができる．

2. 2 関 連 研 究

集団的情報探索や情報探索のモデル化に関連した研究を述

べる．上田らや黒田ら，伊豆らは，探索アクティビティの共有

に関する協調型情報探索支援システムを提案している [1]～[3]．

ユーザの情報探索の行動を表す要素としてコンテキスト依存型

Webブックマークを用いており，コンテキストブックマークに

よってユーザの意図を抽象化し，その意図を未探索範囲に問い

合わせることによって，他のユーザがどのような探索を行うか，

ということを知ることが可能となる．探索アクティビティの視

覚化は SOMによって行い，ユーザはそれぞれの探索範囲のま

とまりを把握することができる．また，探索アクティビティの

共有では，他ユーザとの閲覧範囲やブックマークの重なりを定

義することにより，各ユーザはそれぞれの探索アクティビティ

の関係を把握することができる．集団的情報探索における周辺

の情報提示であることは共通しているが，グループにおける情

報探索範囲を対象としており，ユーザごとの検索行動そのもの

については言及していない．



内山らは，機能付きWebとWeb掲示板によって，グループ

でのWebコンテンツの利用を支援する手法を提案している [4]．

グループで対話を行いながら効率的に情報を扱う状況における

新しいWebのあり方を提案しており，直感的な操作でWebブ

ラウジングを行うため，Web ページに「機能」を付与してい

る．この機能により，類似する新たなWebページを検索した

り，分類したりという行為を行い，実世界公共空間でのグルー

プワークの支援を可能とする．本研究でも同じくグループワー

クを対象とした支援を行っているが，Webページそのものでは

なく，ユーザの検索行動に注目している点で異なる．

平元らは，地図上での操作列によりユーザの意図を抽出し，

Webページの提示を行う手法を提案している [5]．地図上の操作

とWeb上の検索行動は異なる行為であるが,本研究でも，ユー

ザの行動における意図を抽出し，情報を提示することを目的と

している.

池田らは，情報探索の際に現在閲覧しているWebページの

周辺情報を提示することで，ユーザの情報探索を効率的に進め

るシステムを提案している [6]．Web空間から，ユーザの閲覧

するページの構造的周辺情報と内容的周辺情報を抽出し，周辺

情報のベクトルを低次元に射影することで，Web標識として表

示し，ユーザの効率的な情報探索を手助けする．また，現在閲

覧中のWebページと，周辺情報となるWebページを同時に表

示することで，情報探索をナビゲートする「WebDriving」と

いうシステムが提案されている．ユーザの情報探索を円滑に進

める，という目的は共通しているが，この研究では周りの情報

そのものについて提示しており，情報探索行動そのものをユー

ザに適用する本研究とは手法が異なる．

小谷らは複数のWebサイトに類似した内容や構成を持つも

のの検索と，それらの比較のために各Webページの共通側面

を抽出する手法を提案している [7]．Webページごとに存在す

る属性について注目し，この属性を「側面」とし，複数のWeb

ページの共通側面を比較したり，共通側面を持つサイトを検索

することを目的としている．

神嶌は個人のプロファイルなどを利用する協調フィルタリン

グによる情報推薦を提案している [8]．本稿でも情報推薦の新し

い形を提案しているが，このフィルタリングによる情報推薦が

集団のユーザの情報から推薦を行うのに対し，本研究の提案手

法は，個々のユーザの行動を他のユーザに適用することで推薦

を行うものである．

松尾らはユーザ個人のWebページ閲覧履歴からユーザの興

味を意図を抽出し，注目度の高いキーワードを強調することに

よって，Webブラウジング支援を提案している [9]．ユーザの

意図を反映した支援を行うことは目的として同じであるが，本

研究ではユーザの検索意図によってキーワードそのものを変換

し，提示する．

3. 検索スケルトン

検索スケルトンとは，検索行動の構造を明示的に表したもの

である．検索スケルトンは，ユーザが検索行動に用いた各キー

ワードの特性を判定し，その特性を組み合わせた構造となる．

キーワードの特性は，検索行動と，検索ノウハウを適用する

ユーザの検索トピックの双方をトピックキーワードを判定要素

として用いるため，検索トピックごとに異なる．そのため，検

索スケルトンは，検索行動単体で生成することはできず，適用

する検索トピックが必要となる．つまり，検索スケルトンは 2

つのトピックからなる相対的な概念である (図 3)．
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図 3 検索スケルトンの生成

3. 1 検 索 行 動

Web情報探索において，ユーザは検索エンジンを利用した検

索行動を何度か行うことで，自分の意図と合致する情報を得よ

うとする．検索行動とは，あるトピックに関して検索する際に，

クエリを変化させながら検索エンジンを用いて情報探索を行う

ことを指す．検索エンジンを利用するユーザは，このような検

索行動を行い，検索結果リストの中から，興味を持ったWeb

ページを閲覧する．そして再び検索行動を続ける，というよう

な情報探索のスタイルが一般的である．

検索行動において最も顕著にユーザの意図が現れるのは，

ユーザが直接入力したクエリであると考えられる．本手法では

この検索クエリの要素である検索キーワードの特性や，検索ク

エリの入力順序に注目する．

3. 2 キーワード特性の定義

検索スケルトンの構成要素である,検索行動中に入力された

キーワード特性の定義を述べる. 検索行動において入力された

検索クエリ内の各キーワードを検索キーワードとする．検索

キーワードは，検索行動を行ったユーザの検索における意図を

端的に表したものであり，ユーザは情報探索中にこの検索キー

ワードを追加，変更，あるいは削除することで検索行動を行う．

また，検索行動中における役割を示す特性として，以下の 4つ

を定義する．

• 中心キーワード

• 静的キーワード

• 動的キーワード

• 関係性キーワード

以下に，それぞれの特性について詳しく説明する．

中心キーワードとは，検索行動中のトピックを示すような

キーワードであり，検索行動における中心的なキーワードであ

る．このキーワードは，ユーザが入力したクエリに連続して出

現するようなキーワードである．例えば，検索行動中の検索ク

エリに「デジカメ」というようなキーワードが連続して存在す

る場合は，この「デジカメ」というキーワードが中心キーワー

ドとなり,この検索行動におけるトピックであると考えられる



図 4 検索行動からの中心キーワード判定

(図 4)．

静的キーワードとは，ユーザの検索行動を他の検索トピック

に変更するときに，キーワードを変換しなくてもそのまま適用

することができるようなキーワードである．例えば，「デジカ

メ」が検索対象トピックとなるような検索行動で入力された検

索キーワード「新製品」は，検索対象トピックが「テレビ」で

あるような検索行動においても，意味が変わることなく使用で

きるキーワードであり，このようなキーワードを静的キーワー

ドとする．

動的キーワードとは，ユーザの検索行動を他の検索トピック

に適合させるときに，キーワードを変換しなければ，元々の検

索行動の意味と異なってしまうようなキーワードである．例え

ば，「デジカメ」がトピックとなるような検索行動中に入力され

た検索キーワード「顔認識」は，検索トピックが「テレビ」と

なるような検索行動では，意味合いが変化すると考えられる．

ユーザがデジカメの新技術として「顔認識」というキーワー

ドを入力している場合，ここでユーザが真に注目しているの

は，「顔認識」というキーワードそのものではなく，「デジカメ」

と「顔認識」という語句の関係性であると考えられる．例えば,

ユーザがデジカメに関する新技術として「顔認識」に注目して

いる時に，このキーワードを「テレビ」が検索対象トピックに

なるような検索行動に適用する場合は，「顔認識」ではなく,テ

レビに関する新技術を示すような語句に変換する必要がある．

この場合は，テレビに関する新技術である「有機 EL」や「地上

デジタル放送」などのキーワードが「デジカメ」における「顔

認識」に相当するものであると考えられる．

関係性キーワードとは，検索行動中のクエリに含まれるキー

ワードではなく，動的キーワードを変換する際に必要となる

キーワードである．このキーワードは検索行動中の中心キー

ワード（トピックキーワード）と，動的キーワードとの関係性

を示すようなキーワードである．中心キーワードが「デジカメ」

で，その検索行動中の動的キーワードが「顔認識」の例であれ

ば，この 2つのキーワードの関係性キーワードは「新技術」や

「トレンド」などが考えられる．

静的キーワードと動的キーワードは検索行動単体では判定す

ることが出来ず,検索行動と,もうひとつのトピックが特性判定

の際に必要となる．また，関係性キーワードについても同様に,

抽出する際にもうひとつのトピックが必要となる．これら 3つ

のキーワードの特性は，判定・抽出において検索行動以外にも

他のユーザのトピックキーワードが必要な，相対的な特性であ

るといえる.

3. 3 キーワード特性の判定

検索行動中の各クエリにおける検索キーワードは，中心キー

ワード，静的キーワード，または動的キーワードのいずれかに

判定される．関係性キーワードは動的キーワードを別の検索行

動に用いる際の変換手段として抽出してくるため，ユーザが入

力した検索キーワードが直接この特性と判定されることはない．

中心キーワードは検索行動中に連続して出現するキーワード

であり，検索行動中のクエリ列に連続して入力されているキー

ワードが，検索行動における中心キーワードとして抽出される．

この中心キーワードは，検索行動中における検索トピックを表

すものであるため，トピックキーワードともいうことができる．

静的キーワード，動的キーワードの特性判定は，2つの異なる

トピックキーワードとの関係をそれぞれ比較することによって

行う．具体的には，判定対象キーワードと，それぞれのトピッ

クキーワードを合わせてひとつのクエリとして検索エンジンに

問い合わせを行った際の検索結果を基に判定を行う．検索行動

を行っているユーザのトピックキーワードを t1，検索行動を利

用するユーザのトピックキーワードを t2 とし，判定を行う判定

対象キーワードを k とする．

ここで「A and B」というようなキーワードから成るクエリ

を「A∧ B」という様式で表現する．「t1 ∧ k」と「t2 ∧ k」を

それぞれ検索クエリとして検索エンジンに問い合わせを行い，

その検索結果Webページ上位 n件中のスニペットに注目する．

ここで，Webページに対するスニペットにおいて，一文中にト

ピックキーワードと判定対象キーワードが共起する場合，その

ようなスニペットを持つWebページを関係保持ページ pとす

る．検索結果Webページ n件中の関係保持ページ pに該当す

るWebページの件数を P (p)とするとき，検索結果における関

係保持Webページ pの出現度 Pl(p)を以下のように定義する．

Pl(p) =
P (p)

n − P (p)
(1)

出現度 Pl(p)が 1以上であるとき，判定対象キーワードの中

心キーワードに対する関係を「関連あり」という．また，出現

度 Pl(p)が 1未満の場合の関係を「関連なし」という．

それを基に，表 1のような判定を行う．判定対象キーワード

k と，トピックキーワード t1 及び t2 との関係を比較すること

でキーワードの特性を決定する．

表 1 静的・動的特性の判定

関連関連関連関連なしなしなしなし
関連関連関連関連ありありありあり

関連関連関連関連なしなしなしなし関連関連関連関連ありありありあり

関連関連関連関連なしなしなしなし
関連関連関連関連ありありありあり

関連関連関連関連なしなしなしなし関連関連関連関連ありありありあり

静的静的静的静的
動的動的動的動的

静的静的静的静的
静的静的静的静的

トピックキーワード t1 と判定対象キーワード k が関連あり

で，検索スケルトンの適用範囲におけるトピックキーワード t2

と k も同じく関連ありの場合，キーワード k は静的キーワー

ドと判定される．t1 と t2 の 2つの情報探索範囲において，ト



ピックキーワードと関係の強いキーワードであると考えられる

ため，そのまま検索トピックを変更しても用いることが可能な

キーワードである．

t1 と k が関連なしで，t2 と k が関連ありの場合，キーワー

ド k は静的キーワードと判定される．t1 と t2 の 2つの情報探

索範囲において，関係が異なるキーワードであるが，元々の検

索行動中で，ユーザはトピックキーワード t1 との関係を意識せ

ずにキーワードを選択したと考えられるため，そのキーワード

はそのまま適用範囲に用いることが可能である．

t1 と kが関連なしで，t2 と kも同じく関連なしの場合，キー

ワード kは静的キーワードと判定される．t1と t2の 2つの情報

探索範囲において，トピックキーワードと関係の弱いキーワー

ドであると考えられるため，そのまま適用範囲に用いることが

可能である．

t1 と kが関連ありで，t2 と kが関連なしの場合，キーワード

k は動的キーワードと判定される．t1 と t2 の 2つの情報探索

範囲において，関係が異なるキーワードであり，元々の検索行

動中で，ユーザはトピックキーワード t1 と関係の強いキーワー

ドを選択したと考えられるため，検索トピックを変更した場合

に関係性を維持した異なるキーワードに変換する必要がある．

3. 4 関係性キーワードの抽出手法

次に，トピックキーワードと動的キーワードの関係を表すよ

うな関係性キーワードの抽出手法について述べる．検索行動中

の中心キーワード c と動的キーワード d を用いて，この動的

キーワード dと検索行動との関係性キーワードを抽出する．こ

れらの 2つを組み合わせて「“cの*は d”」という検索質問を生

成し，検索エンジンに対して問い合わせる．この引用符「“”」

を用いることにより，引用符により囲まれた語句をフレーズと

して含むページのみを検索結果として得ることが出来る．また，

「*」は不特定な 1 語を表す．この検索質問に対する検索結果

Webページ上位 n件のリストから「cの～は d」というような

文字列を検出し，「cの」と「は d」の間の文字数が 2以上閾値

以下の場合，その間の文字列を関係性キーワードとして取得す

る．文字列として取得する語句は，特に品詞などの制限は設け

ない．

図 5に検索行動中の中心キーワードが「デジカメ」で，この

検索行動中でのキーワード「顔認識」が動的キーワードとして

判定された場合の例を示す．生成される検索質問は「“デジカ

メの*は顔認識”」である．この検索質問で検索エンジンに対し

て問い合わせを行った際に，検索結果中より得られる「デジカ

メの」と「は顔認識」の間の文字列として，「トレンド」などの

キーワードを取得することができる．この場合，「トレンド」な

どのキーワードが関係性キーワードとして抽出される．

デジカメデジカメデジカメデジカメ 顔認識顔認識顔認識顔認識トレンドトレンドトレンドトレンド
図 5 関係性キーワードの抽出

3. 5 動的キーワードの変換手法

動的キーワードは，検索行動を別のトピックに適用する際に，

相手の検索トピックに適したキーワードに変換しなければなら

ない．このときの動的キーワードの変換手法について説明する．

ユーザの検索行動中における中心キーワード c と動的キー

ワード d の関係を表すような関係性キーワード r が存在する

時，検索行動を別のトピックに対して適用する際に，動的キー

ワード dを新たな検索トピックに適応したキーワードへと変化

させる必要がある．このとき，先ほど抽出した関係性キーワー

ド r と，検索行動の適用先の検索トピックキーワード t2 を用

いてキーワードの変換を行う．これら 2つのキーワードを組み

合わせて「“t2 の rは”」という検索質問を生成し，検索エンジ

ンに対して問い合わせる．この検索質問に対する検索結果Web

ページ上位 n件のリストから，「t2 の r は」という文字列を検

出し，その直後に出てくる名詞または複合名詞を，検索トピッ

ク t2 の範囲における変換後の動的キーワード d2 として取得す

る．図 6に動的キーワード変換の例を示す．検索行動中の中心

キーワードが「デジカメ」で，この検索行動中でのキーワード

「顔認識」が動的キーワードとして判定された場合，関係性キー

ワードとして「トレンド」が抽出される．この「顔認識」とい

う動的キーワードを「テレビ」という検索トピックに適合した

ものに変換させるとき，動的キーワード変換のために生成され

る検索質問は「“テレビのトレンドは”」である．この検索質問

で検索エンジンに対して問い合わせを行った際に，検索結果中

より得られる「テレビのトレンドは」の直後に出てくる複合名

詞として「有機 EL」などのキーワードを取得することができ

る．この場合「有機 EL」などのキーワードは「顔認識」とい

う動的キーワードを変換したものとして抽出する．

テレビテレビテレビテレビ 有機有機有機有機EL

トレンドトレンドトレンドトレンド

図 6 動的キーワードの変換

動的キーワードの変換を行うことにより，検索行動中のト

ピックにおける，ある概念を表すようなキーワードが異なるト

ピックでどのようなキーワードで表すことができるのかを知る

ことができる．本手法では，ある概念そのものを関係性キー

ワードとして抽出することで，この関係性キーワードを介して

異なるトピック間での動的キーワードの変換を可能とする．

4. 検索行動パタン

4. 1 検索行動の関係

ユーザの検索行動から生成した検索スケルトンの構造から検

索行動パタンを検出する．検索行動パタンは，ユーザの検索行

動がどのような手順で行われたかを表すものであり，この検索

行動パタンによって生成した検索スケルトンの変換を行う．検

索行動パタンは，検索スケルトンの構造によって判定される．



具体的には検索スケルトン間の関係性を定義し，その関係性が

検出された場合に，関係性ごとに検索行動パタンとして判定

する．

検索スケルトン同士の関係として，同一関係，関係性変化，

対象変化，詳細関係，緩和関係の 5種類を定義する．なお，本

節のすべての例において，検索行動中のトピックキーワードが

「デジカメ」で，検索ノウハウを適用するユーザのトピックキー

ワードが「トレンド」であるとする．

4. 1. 1 同 一 関 係

2つの連続する検索スケルトンにおいて，動的キーワードの

みが変化し，変更後の関係性が保たれている，つまり関係性

キーワードが同じである場合，その 2つのスケルトン間の関係

を同一関係とする．例えば，この関係性が当てはまる部分のス

ケルトンが，「デジカメ∧顔認識」→「デジカメ∧高感度」のよ

うなクエリ変化である場合に「顔認識」，「高感度」はそれぞれ

動的キーワードであり，中心キーワードとの関係性は双方とも

「トレンド」などの同じ関係性キーワードである．

4. 1. 2 関係性変化

2つの連続する検索スケルトンにおいて，動的キーワードの

みが変化し，変更後の関係が保たれていない．つまり関係性

キーワードが異なる場合，その 2つのスケルトン間の関係を関

係性変化とする．例えば，この関係性が当てはまる部分のスケ

ルトンが，「デジカメ∧ミノルタ」→「デジカメ∧オートフォー

カス」のようなクエリ変化である場合に「ミノルタ」「オート

フォーカス」はそれぞれ動的キーワードであるが，中心キー

ワードとの関係性は，「ミノルタ」については「メーカー」で，

「オートフォーカス」については「機能」といった，異なる関係

性キーワードであると考えられる．また，静的キーワードから

動的キーワードに変更した場合も，関係性変化であるといえる．

4. 1. 3 対 象 変 化

2つの連続する検索スケルトンにおいて，変化後のキーワー

ド特性が静的である場合，その 2つのスケルトン間の関係を対

象変化とする．例えば「デジカメ∧人気」→「デジカメ∧ 新製

品」のようなクエリ変化の場合「人気」「新製品」はそれぞれ

静的キーワードである．このとき，ユーザは異なる概念のキー

ワードに関心が移行したと考えられる．

4. 1. 4 詳 細 関 係

2つの連続する検索スケルトンにおいて，キーワードの追加

が行われている場合，その 2つのスケルトン間の関係を詳細関

係とする．例えば「デジカメ∧人気」→「デジカメ∧ 人気∧ ニ

コン」のようなクエリ変化の場合「ニコン」というキーワード

が新たに追加されている．このとき，ユーザは直前のキーワー

ドにおける，追加したキーワードについての情報をより詳しく

知りたいという意図を持っていると考えられる．

4. 1. 5 緩 和 関 係

2つの連続する検索スケルトンにおいて，キーワードの削除

が行われている場合，その 2 つのスケルトン間の関係を緩和

関係とする．例えば「デジカメ∧ 新製品∧ ニコン」→「デジ

カメ∧ 新製品」のようなクエリ変化の場合「ニコン」という

キーワードが削除されている．このとき，ユーザは削除した

キーワード以外の情報をより広範に渡って知りたいという意図

を持っていると考えられる．

4. 2 検索行動パタンの定義

前節で定義した 5種類の関係性の組み合わせを基に，ユーザ

の検索行動パタンを定義する．検索行動パタンは，そのユーザ

の検索行動の意図を表すものであり，以下の 4種類を定義する．

4. 2. 1 比較検索パタン

同一関係性の関係が 2回以上連続で続く場合．ユーザは同じ

関係性を持つキーワードについての情報を収集している．つま

り共通の上位概念を持つ並列関係のキーワードに関する情報を

調べようという意図を持っていると考えられる．

4. 2. 2 全般的検索パタン

対象変化，または関係性変化の関係が 2回以上連続で続く場

合．ユーザは一般的なキーワードについての情報を収集してい

る．このような場合，ユーザは様々な側面に関する情報を調べ

ようという意図を持っていると考えられる．

4. 2. 3 詳細検索パタン

詳細の関係があてはまる場合．ユーザはキーワードを追加し

ていくことで，より詳細で具体的な情報を調べようという意図

を持っていると考えられる．

4. 2. 4 緩和検索パタン

緩和の関係があてはまる場合．ユーザはキーワードを減らす

ことで，より広範な情報を調べようという意図を持っていると

考えられる．

4. 3 検索行動パタンによる検索スケルトンの変換

検出された検索行動パタンから，クエリ集合を提示するため

のより適切な構造へと変換するために，検索スケルトンの変換

を行う．検索行動パタンによる検索スケルトン変換を行うこと

によって，ユーザの入力した検索トピックに対して適用する検

索スケルトンは，より検索ノウハウを生かした構造となる．以

下に各検索行動パタンによる検索スケルトンの変換手法につい

て述べる．

4. 3. 1 比較検索パタン

比較検索パタンが当てはまる部分のスケルトンのうち，変更

されている動的キーワードをその動的キーワード中で共通する

関係性キーワードに変更し，ひとつのスケルトンへと集約する

(図 7)．左側が検索行動より生成された検索スケルトン列であ

り,同じ関係性キーワードをもつ動的キーワードの変化が連続

しているため,右側のようなスケルトンへと変換が行われる. こ

れは，このスケルトン列に当てはまる部分の検索行動が，ユー

ザが検索トピックに対して同じ関係を持つキーワードについて

情報収集を行っていると考えられるので，違うトピックにこの

スケルトンを適用した時に，そのような同じ関係を持つキー

ワードが多数検索結果として提示されるようなクエリにするた

めに行う変換である．

4. 3. 2 全般的検索パタン

全般的検索パタンが当てはまる部分のスケルトンのうち，変

更されている静的キーワードを削除し，ひとつのクエリへと

集約する (図 8)．これは，このスケルトン列に当てはまる部分

の検索行動が，ユーザが検索トピックの様々な側面について情



新型新型新型新型

トレンドトレンドトレンドトレンド

トレンドトレンドトレンドトレンド

トレンドトレンドトレンドトレンド

新型新型新型新型
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機能機能機能機能

図 7 比較検索パタンによる検索スケルトン変換

報収集を行っていると考えられるので，違うトピックにこのス

ケルトンを適用した時に，トピックに関する様々な側面を表す

キーワードが検索結果として提示するようなクエリにするため

に行う変換である．

デジカメデジカメデジカメデジカメ 薄型薄型薄型薄型 高感度高感度高感度高感度 限定品限定品限定品限定品

デジカメデジカメデジカメデジカメ 薄型薄型薄型薄型 高感度高感度高感度高感度 かわいいかわいいかわいいかわいい

薄型 新製品
トレンド

薄型 限定品
トレンド

薄型 かわいい
トレンド

薄型
トレンド

図 8 全般的検索パタンによる検索スケルトン変換

4. 3. 3 詳細検索パタン

詳細検索パタンに当てはまる部分のスケルトンで，前の部分

に当たるスケルトンを削除する (図 9)．これは，このスケルト

ン列に当てはまる部分の検索行動で，ユーザは前のクエリでは

情報不足だったのでキーワードを追加したと考えられるためで

ある．

薄型

薄型
トレンド 薄型

トレンド

図 9 詳細検索パタンによる検索スケルトン変換

4. 3. 4 緩和検索パタン

緩和検索に当てはまる部分のスケルトンで，前の部分に当た

るスケルトンを削除する (図 10)．これは，このスケルトン列に

当てはまる部分の検索行動で，ユーザは前のクエリで条件を絞

りすぎたためにキーワードを削除したと考えられるためである．

薄型
トレンド

薄型
薄型

図 10 緩和検索パタンによる検索スケルトン変換

5. 検索ノウハウの適用

5. 1 検索スケルトンによる検索ノウハウの利用

検索ノウハウを利用したい相手の検索行動に対して，ユーザ

自身が調べたいトピックとなるキーワードを与えることで，検

索行動から検索スケルトンを生成し，その検索スケルトンによ

り検索行動中の検索ノウハウという概念を明示する．この検

索ノウハウをユーザが調べたいトピックに対して適用すること

で，ユーザ自ら検索エンジンによる検索行動を起こさずとも，

他ユーザの検索ノウハウを用いて，ユーザの検索トピックに関

する検索行動を行った際のクエリ集合を得ることができる．こ

のように検索行動から検索スケルトンの生成・変換・適用を行

うことを検索ノウハウの適用という. 検索スケルトンから判定

された検索行動パタンにより，検索スケルトンの変換を行い，

ユーザに対して変換後の検索スケルトンを適用することで，具

体的な検索クエリ及びそのクエリによる検索結果を提示する．

図 11に提案するシステムのインタフェースの画面イメージを

示す．

比 テレビ 薄型 有機ＥＬ
テレビ 薄型 格安
テレビ 大画面 東芝全
格安 地デジ 大画面
テレビ ワンセグ全

検索行動検索行動検索行動検索行動のののの閲覧閲覧閲覧閲覧・・・・選択選択選択選択

クエリクエリクエリクエリ集合集合集合集合のののの提示提示提示提示・・・・選択選択選択選択
図 11 検索ノウハウ利用システム

ユーザは検索ノウハウを利用したい他人の検索行動を指定し，

システムがユーザの検索トピックを検知することで，他人の検

索行動の検索ノウハウを利用した，ユーザのトピックに関する

クエリを得ることができる．

また，利用する検索行動として，他のユーザだけではなく，

自分の検索行動を指定することで，他のユーザの検索行動から

気になるキーワードを見つけた場合に，そのキーワードに関す

るトピックに対して自分の検索行動を適用することで，自分が

先ほど行った検索手法を用いて，自動的にクエリ列を入するこ

とが可能である．

5. 2 システム実行例

システムの実行例について説明する．ここではシチュエー

ションとして家族で買い物の計画を立てているときを想定する．

ユーザは家族の一員であり，それぞれが家電を購入したいと考

えている．ユーザ U1 は特にデジタルカメラを購入したいと考

えて情報探索を行っており，表 2のような検索クエリ列で検索

行動を行った．

集団的Web情報探索を行う場合，ユーザ U1 以外のメンバー

がこのユーザ U1 の検索ノウハウを用いることが可能になり，

連携的な情報探索を行うことができると考えられる．前述のよ



表 2 ユーザ U1 の検索クエリ列

デジカメ 新製品

デジカメ 格安 顔認識

デジカメ 格安 手ブレ

デジカメ 格安 高感度

デジカメ 格安 一眼レフ

デジカメ 顔認識

デジカメ 顔認識 ミノルタ

うな U1 の検索行動ノウハウを用いて，今度はテレビの購入を

検討しようと，グループのメンバであるユーザ U2 がキーワー

ド「テレビ」をトピックとして設定し，検索ノウハウの適用を

行うと，表 3のようなクエリ集合を得ることになる．

表 3 ユーザ U2 への提示クエリ集合

テレビ 新製品

テレビ 格安 トレンド

テレビ 格安 薄型

テレビ 有機 EL シャープ

このとき,システムは U1 の検索行動から,U1 の注目した関係

性として「トレンド」や「進歩」,「メーカー」といったキー

ワードを抽出し,比較検索パタンと緩和検索パタンを判定した.

そしてこうしたユーザ U1 の検索ノウハウを用いて,上記のよう

なクエリ集合を得ることができる.

この例における検索スケルトンの生成，変換，適用について

説明する．ユーザ U1 の検索行動からの検索スケルトン生成は

図 12の通りである．「デジカメ」が検索行動における中心キー

ワードと判定され，この検索行動におけるトピックキーワード

である．「新製品」「格安」というキーワードは静的キーワード

として判定された．「顔認識」「手ブレ」「高感度」「一眼レフ」

「ミノルタ」というキーワードは，動的キーワードとして判定

され，それぞれ関係性キーワードが抽出された．

デジカメデジカメデジカメデジカメ 新製品新製品新製品新製品
デジカメデジカメデジカメデジカメ 格安格安格安格安 顔認識顔認識顔認識顔認識
デジカメデジカメデジカメデジカメ 格安格安格安格安 手手手手ブレブレブレブレ
デジカメデジカメデジカメデジカメ 格安格安格安格安 高感度高感度高感度高感度
デジカメデジカメデジカメデジカメ 格安格安格安格安 一眼一眼一眼一眼レフレフレフレフ

デジカメデジカメデジカメデジカメ 顔認識顔認識顔認識顔認識 ミノルタミノルタミノルタミノルタ
デジカメデジカメデジカメデジカメ 顔認識顔認識顔認識顔認識

新製品新製品新製品新製品
トレンドトレンドトレンドトレンド
トレンドトレンドトレンドトレンド

格安格安格安格安

トレンドトレンドトレンドトレンド進歩進歩進歩進歩
魅力魅力魅力魅力

メメメメーーーーカカカカーーーートレンドトレンドトレンドトレンドはやりはやりはやりはやり
トレンドトレンドトレンドトレンドはやりはやりはやりはやり

格安格安格安格安
格安格安格安格安
格安格安格安格安

ははははややややりりりり

図 12 ユーザ U1 の検索スケルトン生成

次に，検索行動パタン検出による検索スケルトン変換の様子

を図 13に示す．ユーザ U1 の検索スケルトンから，比較検索パ

タンと詳細検索パタンが検出され，その範囲に該当するスケル

トンの変換が行われた．その他の範囲に関しては検索行動パタ

ンが検出されないため，そのままの構造となる．

変換された検索スケルトンを，ユーザ U2 のトピックに適用

新製品新製品新製品新製品
トレンドトレンドトレンドトレンド
トレンドトレンドトレンドトレンド

格安格安格安格安

トレンドトレンドトレンドトレンド進歩進歩進歩進歩
魅力魅力魅力魅力

メーカーメーカーメーカーメーカートレンドトレンドトレンドトレンドはやりはやりはやりはやり
トレンドトレンドトレンドトレンドはやりはやりはやりはやり

格安格安格安格安
格安格安格安格安
格安格安格安格安

はやりはやりはやりはやり
新製品新製品新製品新製品

トレンドトレンドトレンドトレンド格安格安格安格安

魅力魅力魅力魅力格安格安格安格安

メメメメーーーーカカカカーーーートレンドトレンドトレンドトレンドはやりはやりはやりはやり

図 13 検索行動パタンによる検索スケルトン変換

する様子を図 14に示す．検索スケルトン中の動的キーワード

は，検索トピックに合わせて，それぞれ同じ関係性を持つキー

ワードに変換された．

新製品新製品新製品新製品
トレンドトレンドトレンドトレンド格安格安格安格安

魅力魅力魅力魅力格安格安格安格安
メーカーメーカーメーカーメーカートレンドトレンドトレンドトレンドはやりはやりはやりはやり

テレビテレビテレビテレビ 新製品新製品新製品新製品
デジカメデジカメデジカメデジカメ 格安格安格安格安 トレンドトレンドトレンドトレンド
デジカメデジカメデジカメデジカメ 格安格安格安格安 薄型薄型薄型薄型
デジカメデジカメデジカメデジカメ 有機有機有機有機EL シシシシャャャャーーーーププププ

図 14 ユーザ U2 への検索スケルトン適用

5. 3 プロトタイプシステム

提案手法の検証を行うためにプロトタイプシステムの実装

を行った．プロトタイプシステムの画面を図 15 に示す．これ

らは Visual Studio 2005 C# を用いて構築した．キーワード

特性の判定に用いる検索結果は GoogleWebAPI に問い合わ

せた結果である. 動的キーワードを変換する際の名詞抽出は

SlothLib [11] [12]より呼び出した茶筌 [13] [14]による形態素解

析を用いて行った．

このシステムでは，ユーザは自分自身で利用したい相手の検

索行動を実際に入力し，検索ノウハウを適用したいトピックを

入力する．入力された検索クエリの列と検索トピックによって，

キーワード特性が判定され，検索スケルトンを生成し，検索行

動パタンの検出を行う．また，動的キーワードの変換も行い，

検索行動中の検索ノウハウを用いた際の，入力したトピックに

関するクエリ集合を求めることができる．

図 15 プロトタイプシステムの画面イメージ



6. お わ り に

本稿では，他ユーザの検索ノウハウを自分の検索目的に適用

する手法を提案した．ユーザの検索行動構造を表す検索スケル

トンを生成，検索行動パタンによる変換を行うことで，ユーザ

の検索行動におけるノウハウ抽出と適用に関して検討した．こ

の方式は情報推薦の新たな手法として有効であり，集団的情報

探索においても有用な手法であると考える．今後の課題として，

プロトタイプシステムを用いた本手法の評価実験や，出力とし

てWebページの詳細度制御などを行うといったことが考えら

れる.
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