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ディレクトリ型検索エンジンのカテゴリ間対応付けによる言語横断検索
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あらまし インターネットの普及により，様々な言語がWeb文書で使用されるようになっ
た．それに伴い，問合せと異なる言語の文書を検索する言語横断検索手法が研究され，問
合せの翻訳や訳語の曖昧性解消などにコーパスを利用する手法などにより一定の成果が得
られている．しかしコーパスを利用した手法では，コーパスの分野に対する依存が大きい
ため，コーパスが対象としていない分野に対しては検索性能が低くなる可能性がある．そ
こで本論文では，Web情報の言語横断検索において，例えばYahooのような複数の言語で
類似の構造を持つディレクトリ型検索エンジンを利用する手法を提案する．カテゴリごと
に属するWeb文書から特徴語を抽出し，これを比較することにより対応する異言語のカ
テゴリを決定する．こうして検索範囲を限定することにより，訳語の曖昧性解消と検索性
能の向上を図る．
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Abstract With the popularity of the Internet, more and more languages are becoming to

be used for Web documents. Accordingly, Cross-Language Information Retrieval (CLIR), a

method to retrieve documents written in one or more languages using a query written in another

language, has been actively studied. A variety of methods, including employing corpus statistics

for translation of terms and disambiguation of translated terms, are studied and a certain results

has been obtained. However, since corpus-based methods depend much on the domain of the

content, such methods have a potential problem that the retrieval effectiveness might be poor

for domains which do not match the content of the corpus. In this paper, we propose a method

to employ a Web directory which has multiple language versions such as Yahoo! for CLIR

of Web documents. Feature terms are extracted from Web documents in a category, and one

or more correspondent categories are determined by comparing similarities of categories across

languages. We intend to resolve ambiguities of dictionary translation and to improve the retrieval

effectiveness by limiting the categories to be retrieved.
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1 はじめに

世界的なインターネットの発展に伴い，外国
語文書を電子的に入手することが容易となった．
しかし従来のWeb検索エンジンは，問合せと同
一言語の文書群が検索対象であるため，外国語
文書に対する検索は効率的とは言い難い．たと
えば日本語を問合せ言語として用いた場合，検
索の対象となるのは全世界で数億ページあると
言われるWeb文書のうちごく一部である．

また，利用者の検索要求によっては，利用者
の母国語以外の言語で記述された情報の方が豊
富である場合も考えられ，これらを検索したい
というニーズは少なくないと思われる．従来の
単言語検索システムにおいてこのような要求を
満たすには，利用者自身が辞書などを用いて問
合せを翻訳する必要がある．この作業は利用者
に負担を強いるのみならず，不慣れなあるいは
全く読み書きができない言語に翻訳する場合は，
適切な訳語の選択を誤る可能性が高い．

このようなニーズから，ある言語で書かれた文
書群を別の言語による問合せで検索することを
可能とする言語横断情報検索（Cross-Language

Information Retrieval: CLIR）に関する研究が近
年盛んになってきている．

言語横断情報検索では，利用者の問合せをシ
ステムが翻訳する必要があるが，一般に訳語に
は語義の異なる複数の侯補があるため，単に辞
書を用いて訳しただけでは，訳語の曖昧性が発
生する．機械翻訳では文脈などの情報を用いて
訳語の曖昧性を解消するが，言語横断検索の場
合，翻訳対象が短い単語の羅列なため，曖昧性
の解消が比較的難しい．

言語横断情報検索に関する従来の研究では問
合せの翻訳や訳語の曖昧性解消などにコーパス
を利用する手法などが提案され, 検索性能の向
上において一定の成果が得られている．しかし
コーパスを利用した手法では，学習に用いるコー
パスのドメインに対する依存が大きいため，そ
れ以外のドメインに対しては検索性能が低くな
る可能性がある．Web文書の言語横断検索では
文書内容の分野は広範囲に渡っているため，ド
メイン依存の問題を改善しなければならない．

そこで本論文では，Web情報の言語横断情報
検索において，例えばYahooのような複数の言

語で類似の構造を持つディレクトリ型検索エン
ジンを利用する手法を提案する．カテゴリごと
に属するWeb文書から特徴語を抽出し，これを
比較することにより対応する異言語のカテゴリ
を決定する．検索を行うときは，まず問合せと
適合するカテゴリを同一言語間で選択し，次に
そのカテゴリに対応する異言語のカテゴリも選
択する．選択されたカテゴリの文書に対して再
度検索を行う．こうして検索範囲を限定するこ
とにより，訳語の曖昧性解消と検索性能の向上
を図る．

2 関連研究

言語横断情報検索に用いられる手法は大きく
分けて，検索対象の文書群を翻訳する方式，問
合せを翻訳する方式，言語に依存しない中間言
語を用いる方式の三つがある．
検索対象の文書群を翻訳する方式は，既存の

機械翻訳システムを用いることができ，文脈を
考慮できることにより訳語の曖昧性も低くなる
ことから，一般に問合せを翻訳する方式より高
い検索性能が得られるとされている [1]．しかし
ながら，大規模な文書群をすべてあらかじめ翻
訳しておくことは現実的ではなく，対応言語の
拡張も困難であるため，Webのように多言語が
混在し，かつ大規模で更新が頻繁な文書群の検
索には不向きである．
中間言語を用いる方式は，並列コーパスや類

似した内容を持つ 2言語の文書対からなるコー
パス（類似コーパス）を学習データとして言語
独立のベクトル空間を生成し，これに対する検
索対象文書と問合せの比較によって検索を行う
ものや，シソーラスのクラスを中間言語として
用いるものなどがある．
問合せを翻訳する方式においては，特にWeb

検索エンジンの一般的な利用者が投入する問合
せは平均 2単語程度と短く，単語の羅列である
場合が多いため [2]，訳語の曖昧性の解消が問題
になる．しかしながら，この方式は，翻訳され
た問合せを既存の単言語検索エンジンでそのま
ま用いることができるという利点がある．この
方式では，まず対訳辞書を用いて問合せを翻訳
し，これに対して訳語の曖昧性を解消する．本
研究で用いる手法もこの範疇である．
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訳語曖昧性解消にコーパスを用いる手法では，
検索要求とコーパス間のドメインの相違による
検索性能への影響が指摘されている. Hull[3]お
よび奥村ら [4]は，並列コーパスや類似コーパ
スを用いる手法において，検索要求とコーパス
間のドメインの相違が検索性能に悪影響を及ぼ
す可能性があることを指摘している．また Lin

ら [5]は，単言語コーパスとしてドメインや規
模の異なる三つのコーパスを用いて比較実験を
行った結果，有用な共起情報を得るには大規模
でドメインの一致したコーパスが必要であると
結論付けている．

本研究で対象とするWeb検索では，多様な分
野の検索要求に対応することが要求される．し
かし，そのそれぞれのドメインについて，対応
するコーパスをあらかじめ用意することは現実
的ではない．本研究では，Yahooなどの複数の
言語版が用意されているディレクトリ型Web検
索エンジンに登録されている文書群をコーパス
として用い，言語間のカテゴリの比較によって
言語横断情報検索における訳語の曖昧性解消と
検索性能の向上を目標とする．

なお，一般に言語横断検索を含む多言語検索
の際には，文字コードに関する問題も考慮する
必要があるが，本稿では議論しない．

3 提案するシステム

3.1 システムの概略

本システムでは，事前にディレクトリ型検索
エンジンにおける異言語のカテゴリ間の対応付
けを行う．この前処理の流れを図 1に示す．

対応付けのために，まずディレクトリ型検索エ
ンジンの各カテゴリごとに登録されているWeb

サイトの文書を取得し，特徴語を抽出する．こ
の作業はディレクトリ型検索エンジンの複数の
言語版（たとえば Yahoo の日本語版と英語版
など）について行われ，言語ごとの特徴語 DB

（characteristic words DB）に格納される．次に，
この特徴語を基に，異言語カテゴリ間の類似度
を計算し，カテゴリの対応付けを行う．この対
応付けが異言語対応カテゴリDB（correspondent

categories DB）に格納され，実際の検索に用い
られる．

これらの前処理の具体的な手法を以下に示す．

3.2 カテゴリの特徴語抽出に使われる文書
の索引語の抽出

まず，各Web文書の索引を作成する．各索引
語の重みは，索引語の出現頻度により計算する．
文書 dにおける索引語 t の重み wd

t は，

wd
t =

t f (t,d)
∑s∈d t f (s,d)

であり，t f (t,d) はWeb文書 d における索引
語 t の出現頻度を表す．

3.3 各カテゴリの特徴語の抽出

ここでは，各カテゴリの特徴語を，それに属す
る文書の索引から抽出する．内容の類似した文
書を同じカテゴリに分類することから，カテゴリ
の特徴語にはそれに属する文書に対して多くの
文書に出現している単語であるほど適している．
よって，特徴語の重みの計算にはDF（document

frequency）を用いて計算する．カテゴリ cにお
ける単語 t すなわち特徴語 tcの重み d f (tc)は，

d f (t c) = ∑N
d=1 wd

tc

N

であり，N はそのカテゴリに属する文書数，
wd

tc はカテゴリ cに属する文書 d における索引
語 t の重みを表す．こうして計算された特徴語
の重みの大きいものから n語をそのカテゴリの
特徴語とする．また，ある閾値以上となるもの
を特徴語とすることも考えられる．

3.4 異言語間カテゴリの対応付け

ここでは，ある言語の各カテゴリに対応する
異言語のカテゴリを決定する．この対応付けは
双方向ではなく，ある一つのカテゴリからみた
対応付けである．このとき対応候補カテゴリは
複数選択されることもある．
具体的なカテゴリの対応付けは以下の手順で

行う．

1. 各カテゴリの特徴語の翻訳
2. カテゴリ間の適合度の計算
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図 1: 異言語カテゴリ間の対応付け（前処理）

3.4.1 特徴語の翻訳

特徴語の訳語の候補を対訳辞書からすべて抽
出する．抽出された全ての訳語について，比較
している異言語カテゴリの特徴語に含まれてい
るか調べる．含まれていた訳語のうち，特徴語
の重みがもっとも大きい訳語を，そのカテゴリ
におけるその特徴語の訳語と決定する．

3.4.2 カテゴリ間の適合度

カテゴリ間の適合度は，カテゴリの特徴語集
合の類似度を比較することにより計算する．特
徴語集合の類似度は，特徴語の重みの内積によ

り計算する．あるカテゴリ cに対して類似度があ
る閾値以上となる異言語のカテゴリを，カテゴ
リ cの対応候補カテゴリとする．この結果得ら
れたカテゴリ間の対応付けは，異言語対応カテ
ゴリDBに格納され，実際の検索に用いられる．

4 問合せに対する処理

実際に問合せがおこなわれた時の処理の流れ
は,

1. 同言語間における問合せの適合カテゴリ (同
言語適合カテゴリ)の選択

2. 同言語適合カテゴリに対応する異言語のカ
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テゴリの決定
3. 適合カテゴリ内の個別文書に対する検索

となる.

問合せ処理の流れを図 2に示す．

4.1 同言語適合カテゴリの選択

同言語間において,問合せと各カテゴリとの
適合度を計算し,問合せが適合する同言語のカ
テゴリを決定する.問合せとカテゴリの適合度
は,問合せから抽出された語群とカテゴリの特
徴語集合間の内積を求めることにより計算する.

こうして求めた適合度がある閾値以上となるカ
テゴリを,問合せに対する適合カテゴリとする.

このとき,適合度が閾値以上となるカテゴリが
複数ある場合は,これらをすべて適合カテゴリ
として選択する.

4.2 問合せによる異言語間カテゴリ対応の
類似度の修正

3.4節で作成した同言語適合カテゴリとそれ
に対する異言語候補カテゴリとの類似度を,問
合せにより修正する.同言語適合カテゴリの異
言語対応候補カテゴリすべてに対して,問合せ
との適合度を計算する.問合せと異言語対応候
補カテゴリとの適合度は,問合せから抽出され
た語群と異言語対応候補カテゴリの特徴語集合
間の内積を求めることにより計算する.こうし
て求められた適合度の値を,同言語適合カテゴ
リとそれに対する異言語候補カテゴリとの類似
度に掛けることにより,カテゴリ間の類似度を
修正する.この修正された類似度がある閾値以
上となるカテゴリを問合せに対する異言語の適
合カテゴリとする.

4.3 適合カテゴリ内の個別文書に対する検
索

最後に,適合カテゴリに属する文書群に対し
て検索をおこなう. 本論文では,文書群に対する
検索には従来の検索手法を用いる.

5 実験

5.1 カテゴリの特徴語の抽出実検

提案手法を用いて，Yahooにおけるあるカテ
ゴリについて特徴語を抽出する実験を行った．
具体的には，英語版 Yahoo におけるカテゴリ
「Computers and Internet - Software - Databases」
と，日本語版Yahooにおけるカテゴリ「コンピ
ュータとインターネット -ソフトウェア - 一般
ビジネスソフト -データベース」の二つのカテ
ゴリについて特徴語を抽出した．各カテゴリに
登録されているWebサイトの文書の 1リンク先
までを取得し，特徴語の抽出に用いた．

解析した文書数は，英語は 44件（約634KB），
日本語は 34件（約 330KB）である．英語につ
いてはストップワードの除去を行い，日本語に
ついては形態素解析システム「茶筌」[6]を用い
て単語に分割し，品詞として助詞，接頭辞，接
尾辞，指示詞，助動詞，判定詞以外の単語を抽
出した．

5.2 実験結果の考察

この実験結果を見ると，日本語・英語ともに，
特徴語として適切と思われる単語に混じって不
適切な単語も多く含まれている．特に日本語に
ついては，本来ストップワードとして除去すべ
き「して」「する」「こと」などの単語が高いラン
クに来てしまっている．これらは，形態素解析
の段階で除去するか，あらかじめストップワー
ドとして登録しておく必要があると思われる．

また，今回の実験ではカテゴリに登録されて
いるWebサイトの 1リンク先まで取得したが，
特徴語を抽出するには必ずしも充分な量のデー
タが得られなかったと考えられる．カテゴリに
よっては登録サイト数が非常に少ないものもあ
るため，統計的に充分な量のデータを得るため
には，例えば登録 URLのディレクトリ以下す
べての文書を取得するなどの方法を考える必要
がある．

今回はカテゴリ間の対応付けの実験まで行う
ことができなかったが，今回の実験結果から，特
徴語の抽出手法に関してさらなる検討が必要で
あると思われる．
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図 2: 問合せ処理

6 おわりに

本論文では，Yahooに代表されるような，複
数の言語で類似の構造を持つディレクトリ型検
索エンジンを，言語横断情報検索における訳語
の曖昧性解消と検索性能の向上に用いる手法を
提案した．また，本手法の有効性を検証するた
め予備実験を行った．現時点では実際の検索に
おける有効性を示せるまでには至っていないが，
Webのような雑多な分野の文書に対する言語横
断情報検索に対して，本論文で提案した手法は
一定の有効性を示せるものと考えている．

本研究の今後の課題としては，まずカテゴリ
の特徴語抽出手法に関する検討が挙げられる．
今回は，単語の出現頻度に基づく単純な手法を
用いたが，文書の特徴語の抽出に関しては，単
語の出現頻度などの統計量だけではなく，語の
接続関係や品詞情報の解析を含むものなど，さ
まざまな手法が提案されている [7][8]．今回の
実験では特徴語の抽出に充分な精度が得られな
かったため，これら従来手法との比較を含め，よ
り適切な手法を検討する必要がある．

また，今回はカテゴリの木構造を考慮せずフ
ラットなものとして扱ったが，木構造を活用す
ることで [9]，より高精度なカテゴリの言語間

対応付けが可能になると考えられる．さらに，
特徴語の抽出およびカテゴリ間対応付け手法に
関するより詳細な検討，情報検索テストコレク
ションを用いた評価実験などが今後の課題とし
て残されている．
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