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あらまし 本研究では，Web検索エンジンのクエリログを用いてキーワードの時系列的な関係から関連語を抽出する

手法を提案し，その応用について述べる．関連語を求めるような従来研究はいくつも存在するが，それらのほとんど

は同時に検索クエリとして用いられる語や，同時にWebページの文章中で用いられる語などの「共起」する語を関連

語とするというものであった．しかし，「非共起」である語にも関連語は存在する．そこで，本研究では，キーワード

の時系列的な関係性を利用し，「非共起」である語の中からも関連語を抽出する手法を提案する．本手法では，関連語

として時間的同位語を定義する．時間的同位語の抽出方法は，集約的アプローチと間接的アプローチを提案する．集

約的アプローチとは，クエリログでのキーワードごとの時系列的検索頻度を比較することで時間的同位語を抽出する

方法である．間接的アプローチとは，クエリログで同一のWebページを参照しているキーワードの時系列的参照頻度

を比較することで時間的同位語を抽出する方法である．
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Abstract In this paper, we propose two approachs to extract temporal coordinate terms based on the temporal relation of

terms from search engine query logs, and we also describe its applications. There are some earlier studies to extract related

terms. Most of them focused on co-occurring terms, such as terms in the same search query and terms in the same Web page.

There are, however, some related terms which are not co-occurred. Our approachs can extract hidden related terms which

are not co-occurred from query logs using the temporal relationship between terms. We define temporal coordinate terms as

related terms and we propose two approachs to extract temporal coordinate terms: one is “aggregative approach”, and one

is “indirect approach”. Aggregative approach is extraction approach of temporal coordinate terms by comparing temporal

frequency of terms used to search Web. Indirect approach is extraction approach of temporal coordinate terms by comparing

temporal frequency of the terms used to refer to the same web page.

Key words Query logs, Temporal relation, Related terms, Information retrieval

1. は じ め に

近年，Web検索エンジンを利用してWeb上の情報を取得する

ことが一般的となっている．しかし，Web検索エンジンにユー

ザが欲しい情報を取得できるような適切な検索クエリを入力す

るのが困難な場合がある．例えば，欲しい情報が曖昧な場合や，

目的がはっきりしない場合などである．また，目的がはっきり

していても，様々な観点を持つトピックなどについて検索を行



いたい場合，複数のキーワードを組み合わせて検索クエリを入

力する必要性がある．しかし，目的に合ったキーワードの組み

合わせをすぐに発見することは困難である．

このような問題の解決法として，入力キーワードの関連語を

抽出し，提示することで検索支援を行うことが考えられる．関

連語抽出の従来手法として，同位語検索エンジン「Yayala」 [1]

がある．Yayalaでは，ユーザがキーワードを入力すると，入力

キーワードと同位となる語が提示される．例えば，“旅行” とい

うキーワードを入力したとすると，“ツアー” や “観光” や “出

張” などが提示される．同位語とは，共通の親概念を持つよう

な語である．この手法では，並列助詞「や」で連結される語は

同位語であるという考えから同位語抽出を行っている．つまり，

Web上で同時に用いられる語（共起語）を関連のある語として

抽出する方法である．従来手法では，このように共起語を関連

語として抽出する方法が数多くある．

しかし，本研究では，同時に用いられる語（共起語）ではな

く，同時に用いられない語（非共起語）にも関連語があると考

え，それらの関連語をクエリログでのキーワードの時系列的

な検索頻度の比較によって抽出する方式を提案する．時系列的

な検索頻度を用いることで，“桜” と “紅葉” や “Bill Clinton” と

“Hillary Clinton” のように，同時に用いられることが少ない，非

共起語であっても関連語として抽出することができる．

本手法で用いるクエリログとは，Web検索エンジンを利用す

るユーザが検索を行う際に入力するキーワードを蓄積したもの

である．クエリログには，検索に用いられたクエリ，そのクエ

リによって検索が行われた時間の情報，そのクエリによって参

照されたページの URL情報が，検索が行われるごとに蓄積され

ている（図 1）．本稿で，「参照する」とは，キーワードによって

検索を行い，ページを閲覧することである．つまり，キーワー

ド A によって参照されたページ Pとは，キーワード A によっ

て検索を行ったユーザが閲覧したページ Pという意味である．

また，クエリログから抽出されるキーワードの時系列的な検索

頻度とは，キーワードがどのような傾向で検索に用いられてい

るかを示す．

本研究では，関連語として「時間的同位語」を定義し，時間

的同位語の抽出方法として集約的アプローチと間接的アプロー

チを提案する．また，抽出した関連語の応用についても述べる．

図 1 クエリログ

以下，本稿の構成を示す．まず 2節では本研究の概要と関連

研究について説明する．3節では時系列的関係性について説明

する．4節では時間的同位語の抽出について説明する．5節で

は時間的同位語の応用について説明する．最後に 6節でまとめ

と今後の課題について述べる．

2. 本研究の概要と関連研究

2. 1 本研究の概要

本研究では，クエリログからキーワードの時系列的な検索頻

度を抽出し，入力キーワードに対して他のキーワードが時系列

的関係性を持つ場合に，他のキーワードを入力キーワードの関

連語として抽出する手法を提案する．また，関連語として「時

間的同位語」を定義し，それらの抽出方法として，集約的アプ

ローチと間接的アプローチを提案する．

集約的アプローチとは，クエリログでのキーワードの時系列

的な検索頻度を比較することで抽出する方法である．例えば，

“桜” に対して，“紅葉” や “梅” や “桃” が抽出される．“桜” と

“紅葉” の場合，よく検索に用いられる時期が交互となり，時

系列的に排他的で反復する関係といえる．また，“桜” と “梅”，

“桃” の場合，よく検索に用いられる時期が同時期となり，時系

列的に共起的である関係といえる．

間接的アプローチとは，クエリログから同一ページを参照し

ているキーワードを取得し、その時系列的な参照頻度を比較す

ることで抽出する方法である．例えば，“桜” に対して “花見”

や “コブクロ” が抽出される．“桜” と “花見” は同一ページを参

照することが多く，また，よく検索に用いられる時期が同時期

であり，時系列的に共起的である関係といえる．また，“桜” と

“コブクロ” も同一ページを参照することが多く，また，よく検

索に用いられる時期が同時期であり，時系列的に共起的である

関係といえる．

図 2に本研究の概念図を示す. 図 2の上部が集約的アプロー

チであり，下部が間接的アプローチである．どちらの抽出方法

においても，入力キーワードの時系列的検索頻度傾向と時系列

的関係性がある他のキーワードを時間的同位語として抽出する．

図 2 時間的同位語抽出の概念図

以下に本手法の手順を示す．

• 集約的アプローチ

Step1. 入力キーワードの時系列的な検索頻度を抽出

Step2. 時系列的関係性のある他のキーワードを抽出

• 間接的アプローチ

Step1. 入力キーワードで閲覧されたページを取得

Step2. そのページを参照しているキーワードを取得



Step3. 時系列的関係性のある他のキーワードを抽出

このように抽出した関連語の応用としては，検索での質問生成

や検索支援などに用いることが可能であると考えており，その

応用例についても述べる．

2. 2 関 連 研 究

関連語を取得するシステムとして Google Sets [2]というサー

ビスがある．このサービスでは，いくつかの関連語と考えられ

る語を与えると，それらが含まれるような関連語の一群を見つ

けて結果として返す．Google Setsのアルゴリズムは公開されて

いないが，Googleが収集したWebページに含まれる語に対し

て大規模なクラスタリングを行っているようである．また，関

連語を検索する電子化された辞書もある．そのような辞書とし

ては，WordNet [3]や言語工学研究所デジタル類語辞典（シソー

ラス）[4] などがある．これらを用いれば，様々な関連語が取得

できる．しかし，このようにある語に対して関連語を付与して

おく場合，あらゆる語を網羅することは不可能であり，自動的

にある語に対して関連のある別の語を発見するような手法が重

要である．

Churchら [5] は，語に共通する情報を用いて，語の持つ意味

の類似性が高い語を発見する手法を提案している．関連語を抽

出するという点では本研究と類似するが，本研究では時系列的

な関係によって関連語かどうかを判定し，意味的な関係は考慮

しない．つまり，アプローチが異なる．

Wangら [6] は，クエリログから関係の深い検索キーワード群

を抽出することで，キーワードに対するアスペクトを判定し，

検索結果ページのクラスタリングとクラスタへのラベル付けを

行う手法を提案している．クエリログを用いて関連語を抽出す

るという点では本研究と類似するが，本研究では，関連語抽出

の際に時系列的な関係があるかどうかという判定を行うため，

アプローチが異なる．

甲谷ら [7] は，クエリログの中から，検索キーワードとその

検索キーワードによって閲覧されたページの URL情報を用い

て，Webページがどのような検索キーワードによって検索され

て，閲覧されているかを解析することで，Webページが閲覧さ

れるに至る典型的（一般的）なキーワードの発見手法を提案し

ている．ページの閲覧に用いられた検索キーワードを利用する

点では，本研究と類似するが，この研究では，Webページに対

して，典型的なキーワードを発見することを目的としており，

本研究の時系列的関係性を用いて関連語を抽出するという目的

とは異なる．

安川ら [8]は，Web検索結果をクエリログから抽出した検索語

の関連語を用いてクラスタリングする手法を提案している．こ

こでは，Web検索結果ページをクラスタリングする際に，Web

ページの類似度で行うと，ユーザにとって意味のわかりにくい

クラスタリングになると考え，ユーザ視点のクラスタリング方

法として，クエリログから抽出した検索語の関連語によるクラ

スタリングを提案している．しかし，この手法で抽出される関

連語は意味的に似ている語であり，本研究の時系列的傾向から

関連語を抽出するというアプローチが異なる．

大塚ら [9] は，検索クエリと，その検索クエリによって検索

し，閲覧したページは関連が強いとし，類似した URLをコミュ

ニティとして，そのコミュニティの特徴空間を用いて関連語を

抽出する手法と，閲覧したページ集合内の文章に対して形態素

解析を行い，名詞だけの特徴空間を用いて関連語を抽出する手

法を提案している．また，大塚ら [9] は，特徴空間の共通部分

に着目し，関連度の算出を行っている．アクセスログ（クエリ

ログ）を用いて関連語を抽出する点では，本研究と類似するが，

本研究では，語の持つ意味や語と語が類似しているかという指

標は用いずに，時系列的関係性のみで関連語を抽出するため，

アプローチが異なる．

大島ら [10]は，共通の上位語を持つ語を同位語と定義し，「や」

という並列助詞で連結されるキーワード同士は同位語であると

して同位語の発見手法を提案している．例えば，「トヨタやホン

ダ」と「ホンダやトヨタ」が Web上の文書に多く存在するの

ならば “トヨタ” と “ホンダ” が同位語であるという考えである．

また，山口ら [11]は，クエリログにおいて，同一のキーワード

と一緒に入力されるキーワード同士は同位語であるとし，同位

語を発見する手法を提案している．これは，「トヨタ　自動車」

や「ホンダ　自動車」というように同一のキーワードによって

検索クエリが構成されるようなキーワード同士は同位語である

という考えである．さらに，大島ら [12]は，Web検索での同位

語発見とクエリログでの同位語発見を併用した手法も提案して

いる．しかし，これらの手法では，キーワードの時系列的関係

性は考慮せずに同位語の発見を行うため，“桜” に対して，“紅

葉” などの非共起語である関連語の抽出が不可能である．

3. 時系列的関係性

3. 1 定 義

時系列的関係性とは，時系列的に意味があると考えられる，

キーワード同士の時系列的な検索頻度傾向である．つまり，比

較を行う 2つのキーワードの時系列的検索頻度において，定義

するような時系列的関係性が存在するのであれば，2つのキー

ワードは時系列的に関連があると考える．

本研究では，時系列的検索頻度の傾向が一致するかしないか

という点で，まず共起か排他かの分類を行う．さらに，時系列

的検索頻度が周期的か，一時的かという点で 2つに分類できる．

しかし，共起する場合には，周期的か一時的かという点での意

味合いに大きな違いがないと考え，以下の 3つの時系列的関係

性を定義する（図 3）．

共起的関係 キーワード A, B が同時期に検索に用いられるよ

うなキーワードの場合，キーワード A, B は共起的関係である．

共起的関係には，周期的に共起する場合と，一時的に共起する

場合があるが，意味合いに大きな違いがないと考え，分類は行

わない．例えば，“桜” と “梅” は，どちらも春の時期に検索さ

れるキーワードであり，どちらも周期的に共起する関係である．

また，“ぎょうざ” と “農薬” は，ある事件などの出来事によっ

て用いられるキーワードであり，一時的に共起する関係である．

排他的反復関係 キーワード C, Dが交互となる時期に検索に

用いられるようなキーワードの場合，キーワード C, Dは排他

的反復関係である．例えば，“桜” と “紅葉” は，“桜” は春の時



期に検索されるキーワードであり，“紅葉” は秋の時期に検索さ

れるキーワードである．つまり，季節ごとに交互に検索される

関係にある．このように検索される時期が排他的であり，その

時期が繰り返される場合は，排他的反復関係とする．

排他的前後関係 キーワード E, Fが前後となる時期に検索に用

いられるようなキーワードの場合，キーワード E, Fは排他的前

後関係である．これはある対象に何らかの変化があり，検索に

用いられるキーワードも変化するといった場合が考えられる．

例えば，“Windows XP”と “Windows Vista”は，Microsoftが新

しい OSを発売したことによって，“Windows XP”で検索され

ていたが，“Windows Vista”で検索されるようになるといった，

前後関係にあるようなキーワードである．このように検索され

る時期が排他的であり，その検索される時期が繰り返されない

場合は，排他的前後関係とする．

� 共起的関係� 同時期に検索
� 排他的反復関係� 排他的に検索� 繰り返しあり
� 排他的前後関係� 排他的に検索� 繰り返しない

ＡＢ
ＤＣ

ＦＦＦＦＥＥＥＥ

時間
時間
時間

検索頻度
検索頻度
検索頻度

図 3 時系列的関係性の定義

本研究では，時間的同位語の抽出方法として，「集約的アプ

ローチ」と「間接的アプローチ」の 2つを提案するが，どちら

の場合でも，時系列的関係性を持つキーワードを関連のある語

と考えている．つまり，キーワードの時系列的検索頻度の抽出

方法は異なるが，時系列的関係性があるキーワード同士を関連

のある語とする考えは共通である．

3. 2 判定の手順

時系列的関係性を判定する際に，まずは時系列パターンを判

定する．次に，判定された時系列パターンが一致する場合には，

時系列的関係性の判定を行う．

時系列的関係性の判定においては，入力キーワードと時系列

パターンの一致している，他のキーワードの時系列的検索頻度

を比較し，定義しているような時系列的な関係性を持つかどう

かを判定する．具体的な時系列的関係性の判定方法では，2つ

のキーワードの時期が一致するかどうかを表す一致度を用いて

判定する．

3. 3 時系列パターン

時系列的関係性を判定する際に，まず時系列パターンの判定

を行う．時系列パターンとは，各キーワードのクエリログでの

時系列的検索頻度の特徴を示す．パターンとしては，4つを定

義する（図 4）．出現時間の表記と意味については，表 1に示

す．以下に，各パターンの定義と判定方法について述べる．

周期 周期的に検索に用いられるキーワードを周期パターンと

する．判定方法としては，閾値以上の検索回数が続く時区間を

キーワードのクエリログにおける出現時間として抽出し，その

表 1 出現時間の表記と意味

記号 意味

Ia キーワード aの出現時間の集合

Ia = (Ia
1 , Ia

2 , Ia
3 , ...)

Ia
i キーワード aの i 番目の出現時間

　　　　 Ia
i = (Ia

i s, Ia
i e)

Ia
i s キーワード aの i 番目の出現時間の始点

Ia
i e キーワード aの i 番目の出現時間の終点

出現時間が一定の期間を置いて繰り返し出現する場合を周期

パターンと判定する．Ia
1 {Ia

1 s，Ia
1 e}と Ia

2 {Ia
2 s，Ia

2 e}と Ia
3 {Ia

3 s

，Ia
3 e}が図 4のように存在し，隣合う Ia

1 の終点と Ia
2 の始点の

距離 (Ia
2 s − Ia

1 e)が閾値α以上であり，Ia
1 sから Ia

2 sまでを一

周期とした場合，この一周期の長さが閾値β以下ならば周期と

判定する．閾値αは，同時期であるとする範囲であり，閾値α

以下の場合は，同時期と判定する．閾値βは，周期であるとい

える範囲である．閾値β以上の場合は，連続と判定する．

一時 一時的に検索に用いられるキーワードを一時パターンと

する．判定方法としては，閾値以上の検索回数が続く時区間を

キーワードのクエリログにおける出現時間として抽出し，そ

の出現時間が一時的に出現する場合を一時パターンと判定す

る．Ia
1 {Ia

1 s，Ia
1 e}と Ia

2 {Ia
2 s，Ia

2 e}と Ia
3 {Ia

3 s，Ia
3 e}が図 4のよ

うに存在し，隣合う Ia
1 の終点と Ia

2 の始点の距離 (Ia
2 s − Ia

1 e)

が閾値α以下で，かつ，隣合う Ia
2 の終点と Ia

3 の始点の距離

(Ia
3 s − Ia

2 e)も閾値α以下である場合に，この Ia
1 sから Ia

3 eま

で結合した出現時間の総和である Ia が閾値γ以下であれば一

時と判定する．閾値γは，一時であるといえる範囲である．閾

値γ以上の場合は，連続と判定する．

連続 連続的に検索に用いられるキーワードを連続パターンと

する．判定方法としては，閾値以上の検索回数が続く時区間を

キーワードのクエリログにおける出現時間として抽出し，その

出現時間が連続的に出現している場合を連続パターンと判定す

る．Ia
1 {Ia

1 s，Ia
1 e}と Ia

2 {Ia
2 s，Ia

2 e}と Ia
3 {Ia

3 s，Ia
3 e}が図 4のよ

うに存在し，全ての出現時間の間隔の長さが閾値α以下であり，

また Ia
1 sから Ia

3 eまで結合した出現時間の総和である Ia が閾

値γ以上であれば連続と判定する．閾値α以上の場合は，周期・

一時・非依存の判定を行う．

非依存 時間に依存せずに検索に用いられるキーワードを非

依存パターンとする．Ia
1 {Ia

1 s，Ia
1 e}と Ia

2 {Ia
2 s，Ia

2 e}と Ia
3 {Ia

3 s

，Ia
3 e}が図 4のように存在し，出現時間が上記の３つの時系列

パターンに当てはまらない場合を非依存と判定する．

3. 4 一致度の算出方法

一致度とは，2つのキーワードの検索される時期の一致の

度合いを表し，値が大きいほど一致の度合いが高くなる．具

体的には，比較する 2つのキーワードの出現時期の始点の差

(Ia
1 s− Ib

1s)と終点の差 (Ia
1 e− Ib

1e)を算出し，それぞれを二乗

して足し合わせ，長い方の出現時間の二乗で割ることで，出現

時間のずれの割合を算出し，それを 1から引くことで，一致度

を算出する．

一致度を計算する際に，複数のキーワード出現時間を持つ場



連続
一時 aI1 aI2 aI3

aI1 aI2 aI3

aI1 aI2 aI3

sI a1 eI a1 sI a2 eI a2 sI a3 eI a3
sI a1 eI a1 sI a2 eI a2 sI a3 eI a3

sI a1 eI a1 sI a2 eI a2 sI a3 eI a3

周期 aI1 aI2 aI3sI a1 eI a1 sI a2 eI a2 sI a3 eI a3α≥− )( 12 eIsI aa β≥− )( 12 sIsI aa
α≤− )( 12 eIsI aa α≤− )( 23 eIsI aaγ≤aI

α≤− )( 12 eIsI aa α≤− )( 23 eIsI aa
非依存

γ≥aI

図 4 時系列パターンの判定

合には，一致するかどうかを判定するために対応する出現時

間を探す必要がある．ここでの対応する出現時間とは，最も時

系列的に近い出現時間であり，それを探す方法としては，キー

ワード aの 1つの出現時間に対して，キーワード bの全ての出

現時間との一致度を算出し，一致度が最も値の高くなる出現時

間を，その出現時間に対応する出現時間とする．

一致度を算出するための関数をmatch関数とする．match(Ia,

Ib)は，Ia と Ib の一致度を返す．また，max(Ia
i , Ib

i )は，Ia
i sと

Ib
i sの小さい方の値から Ia

i eと Ib
i eの大きい方の値までの時間

の長さを返す関数として定義する．また，nは対応する出現時

間の組み合わせの数を表し，iはその組み合わせの i番目を表

す．以下に，match関数の定義を示す．

match(Ia, Ib) = 1 −
n∑

i=1

(Ia
i s − Ib

i s)2 + (Ia
i e − Ib

i e)2

2 × max(Ia
i , Ib

i )2
(1)

キーワード a, bがあり，それらが検索に用いられる時区間を

Ia{Ias，Iae}と Ib{Ibs，Ibe}とする (図 5)．それぞれの出現時

間の始点と終点から一致度を算出し，閾値以上ならば一致して

いると判定する．

図 5 一致度の算出

3. 5 各関係性の判定方法

時系列的関係性の具体的な判定方法を以下に述べる．

共起的関係 2つのキーワード a，bの時系列パターンがどちら

も周期パターンか，どちらも一時パターンであり，キーワード

間に共起的関係があるかを判定する場合，キーワード aの出現

時間の集合とキーワード bの出現時間の集合の一致度が閾値以

下ならば共起的関係とする．ここでの閾値は 2つのキーワード

傾向が一致しているとする範囲である．

排他的反復関係 2つのキーワード a，bの時系列パターンが

どちらも周期パターンであり，キーワード間に排他的関係があ

るかを判定する場合，キーワード aの非出現時間の集合とキー

ワード bの出現時間の集合の一致度が閾値以上ならば排他的反

復関係とする．

排他的前後関係 2つのキーワード a，bの時系列パターンが

どちらも一時パターンであり，キーワード間に排他的関係があ

るかを判定する場合，キーワード aの非出現時間の集合とキー

ワード bの出現時間の集合の一致度が閾値以上ならば排他的前

後関係とする．

4. 時間的同位語の抽出

4. 1 時間的同位語の定義

本研究では，クエリログからキーワードの時系列的な検索頻

度を抽出し，それらの関係性を判定することで，関連語の抽出

を行う方式を提案する．関連語としては，以下の 2つを定義す

る．どちらの関連語も，比較する 2つのキーワードの時系列的

検索頻度の傾向が時系列的関係性を持っているならば，その 2

つのキーワードに関連があるとしている．

集約的アプローチ 集約的アプローチでは，クエリログから

キーワードの時系列的な検索頻度を抽出し，それらを比較する

ことによって時間的同位語を抽出する．例えば，“桜” に対して

“紅葉” が抽出される．この場合，“桜” は周期的に春に検索さ

れるキーワードであり，“紅葉” は周期的に秋に検索されるキー

ワードであるため，2つのキーワードには排他的反復関係とな

り，時間的同位語として抽出される．その他にも，“スキー” に

対しては，“スノボ” が共起的関係として抽出され，“vodafone”

に対して，“softbank”が排他的前後関係として抽出される．

間接的アプローチ 間接的アプローチでは，クエリログから同

一ページを参照しているキーワードを抽出し，そのキーワー

ドの，そのページにおける時系列的な検索頻度を抽出し，それ

らを比較することによって時間的同位語を抽出する．例えば，

“桜” に対しては，“花見” や “コブクロ” が抽出される．“桜” と

“花見” の場合は，観光のページなどを参照している関係であ

り，また，その観光ページにおいて 2つのキーワードが共起的

関係として抽出される．“桜” と “コブクロ” の場合は，歌詞の

ページなどを参照している関係であり，また，その歌詞ページ

において 2つのキーワードが共起的関係として抽出される．ま

た，“Hillary Clinton” に対しては，“Bill Clinton” が抽出される．

この場合は，民主党のページなどを参照している関係であり，

また，その民主党のページにおいて 2つのキーワードが排他的

前後関係として抽出される．

4. 2 時間的同位語の抽出方法

集約的アプローチ 集約的アプローチでは，クエリログでの



キーワードの時系列的検索頻度の傾向を比較することにより時

間的同位語を抽出する（図 6）．まず，クエリログから入力キー

ワードの時系列的検索頻度を取得し，時系列パターンを判定

する．次に，入力キーワードと時系列パターンが一致するキー

ワードを取得し，その取得したキーワードと入力キーワードの

時系列的検索頻度の傾向に時系列的関係性があるのならば，そ

の取得したキーワードを時間的同位語として抽出する．例えば，

図 6のようなクエリログが存在するとし，入力キーワードが A

ならば，キーワード A におけるクエリログを抽出する．そし

て，キーワード A におけるクエリログからキーワード A の時

系列的検索頻度を取得し，キーワード A の時系列パターンを判

定する．次に，判定した入力キーワード A と時系列パターンが

一致する他のキーワードを抽出し，その他のキーワードと入力

キーワード A の時系列的検索頻度の傾向が時系列的関係性を持

つならば，他のキーワードを時間的同位語として抽出する．

クエリログ キーワードＡのクエリログ キーワードＢのクエリログ

連続に検索されている 一時期に集中してる
図 6 集約的アプローチ

間接的アプローチ 間接的アプローチは，クエリログにおいて

同一ページを閲覧しているキーワード同士でキーワードの時系

列的検索頻度の傾向を比較することにより抽出する（図 7）.ま

ず，クエリログから入力キーワードによって閲覧されたページ

の URL情報を取得する．次に，入力キーワードと同一のペー

ジを閲覧しているキーワードを取得し，それらの時系列パター

ンを判定する．入力キーワードと時系列パターンが一致する他

のキーワードを取得し，その他のキーワードと入力キーワード

の時系列的検索頻度の傾向が時系列的関係性を持つのならば，

他のキーワードを時間的同位語として抽出する．例えば，図 7

のようなクエリログが存在するとし，入力キーワードが A なら

ば，まず，A で参照されているページ P1についてのクエリロ

グを抽出する.そして，ページ P1を参照している他のキーワー

ド Bを抽出し，そのページ P1におけるキーワード A と Bの時

系列的検索頻度の傾向を比較し，時系列的関係性を持つならば

時間的同位語として抽出する.

4. 3 時間的同位語の例

抽出される関連語と従来手法である同位語検索エンジン [1]

を例を用いて比較すると表 2のようになる．従来手法では，同

時に用いられる事の多い共起的な語が関連語として抽出されて

いたが，本手法では，キーワードの時系列的関係を考慮して関

連語を抽出するため，非共起的な語であっても関連語として抽

出することが可能である．つまり，従来手法よりも幅広く関連

語が抽出できると考えられる．また，クエリログでのキーワー

Ｐ１Ａ
Ｂ

クエリログ

Ｐ１を参照するキーワードＡＢに前後の関係がある⇒ 排他的前後関係

ページＰ１を参照しているキーワードを抽出

図 7 間接的アプローチ

ドの時系列的検索頻度の比較から時間的同位語を抽出する集約

的アプローチと，クエリログで同一ページを参照しているキー

ワードの時系列的検索頻度の比較から時間的同位語を抽出する

間接的アプローチがあるため，一般的に時系列的関係がある関

連語と，あるページにおいて時系列的関係がある関連語を分け

て抽出することが可能である．

表 2では，“桜” と “スキー” と “bill clinton” を入力した場合に

ついて，提案手法と従来手法で抽出される語の例を示す．“桜”

を入力した場合は，集約的アプローチでは，排他的反復関係と

なる “紅葉” が抽出される．また，間接的アプローチでは，桜の

特集ページなどで共起的関係となる “花見” が抽出される．そ

れらに対して，従来手法では，“梅” が抽出される．“スキー”

を入力した場合は，集約的アプローチでは，共起的関係となる

“スノボ” が抽出される．また，間接的アプローチでは，高原の

ページなどで排他的反復関係となる “ハイキング” が抽出され

る．それらに対して，従来手法では，“スノボ” が抽出される．

“bill clinton” を入力した場合は，集約的アプローチでは，共起

的関係となる “bubba（bill clintonの愛称）” が抽出される．ま

た，間接的アプローチでは，民主党のページなどで排他的前後

関係となる “hillary clinton” が抽出される．それらに対して，従

来手法では，“bush”が抽出される．

表 2 時間的同位語の例

時間的同位語 Yayala

集約的アプローチ 間接的アプローチ

｛桜,紅葉｝ ｛桜，花見｝ ｛桜,梅｝

｛スキー，スノボ｝ ｛スキー，ハイキング｝ ｛スキー,スノボ｝

｛bill clinton, bubba｝ ｛bill clinton, hillary clinton｝ ｛bill clinton, bush｝

5. 時間的同位語の応用

時系列的な関係を用いて抽出する関連語として時間的同位語

を定義し，その抽出方法として，集約的アプローチと間接的ア

プローチを提案した．集約的アプローチでは，クエリログでの

キーワードの時系列的検索頻度を比較して時間的同位語を抽出

し，間接的アプローチではクエリログで同一ページを参照して

いるキーワードの時系列的検索頻度を比較して時間的同位語を

抽出する．以下に，本手法によって抽出される時間的同位語を

利用したアプリケーションについて述べる．

［１］時間的同位語の性質に基づく質問生成 本手法によって



抽出される時間的同位語と入力キーワードの関係によって質問

生成を行う．集約的アプローチによって抽出される語は，一般

的に時系列的関係のある語であり，Web上で同時に用いられ

ているとは限らない．つまり，これらの語を用いて検索を行う

際には，OR検索を行うべきである．また，間接的アプローチ

によって抽出される語は，あるページにおいて時系列的関係の

ある語であり，ページというある観点において関連する語とい

える．つまり，同時に用いているページを提示すべきと考え，

AND 検索を行う．以下に手順を示す．

（1） ユーザがキーワードを入力

（2） システムが入力キーワードの時間的同位語を提示

（3） ユーザが時間的同位語の中からキーワードを選択

（4） システムがユーザの選択したキーワードと入力キー

ワードの関係を考慮した質問生成を行い，ユーザに検索結果

ページを提示

図 8にアプリケーションの例を示す．ユーザが “桜” をシス

テムに入力すると，システムが時間的同位語として｛紅葉，梅，

花見，コブクロ｝を提示する．提示された時間的同位語の中か

らユーザが “紅葉” を選択すると，“桜” に対して “紅葉” は集約

的アプローチで抽出された語であるため，「桜 OR紅葉」で検索

が行われる．

桜キーワード入力
紅葉梅
花見コブクロ

桜 OR 紅葉（桜か紅葉があるページ）
検索結果ページユーザ 時間的類似語

間接的同位語
キーワード選択

図 8 質 問 生 成

［２］検索意図抽出を用いた検索支援 提案手法によって抽出

される時間的同位語において，集約的アプローチによって抽出

される語は，“桜” に対して “紅葉” であり，“紅葉” は “桜” と可

換的な語といえる．このように，集約的アプローチによる抽出

を行うと，入力キーワードと可換的な語が抽出される．間接的

アプローチによって抽出される語は，“桜” に対して “花見” であ

り，あるページにおいて関連する語である．つまり，入力キー

ワードの意味合いを絞り込むような語が抽出される．入力キー

ワードと，これらの関連語を組み合わせて検索を行い，その検

索結果ページをユーザに提示し，ユーザが提示されたページ群

からページを選択するというシチュエーションを考える．この

場合，ユーザが選択したページが，どの時間的同位語と組み合

わせて検索したページであるかによって，ユーザの検索意図を

判定できるのではないかと考える．

ユーザが選択したページが，入力キーワードと集約的アプ

ローチによって抽出された語の検索結果ページならば，ユーザ

には「様々な語に観点を広げて検索したい」という意図がある

と判定し，さらに他の集約的アプローチによって抽出された語

を提示する．また，ユーザが選択したページが，入力キーワー

ドと間接的アプローチによって抽出された語の検索結果ページ

ならば，ユーザには「入力キーワードのある観点に限定して検

索したい」という意図があると判定し，入力キーワードとユー

ザが選択したページが検索結果となる間接的アプローチで抽出

した語を複合クエリとして再びシステムに入力する．以下に手

順を示す．

（1） ユーザがキーワードを入力

（2） システムが自動的に入力キーワードの時間的同位語を

用いて検索し，検索結果を提示

（3） ユーザが検索結果の中からページを選択

（4） システムがユーザの選択したページによってキーワー

ドまたはページを推薦

図 9と図 10にアプリケーションの例を示す．ユーザが “桜”

と入力し，入力キーワードと時間的同位語によって検索された

結果ページの中からページを選択する．ユーザが選択したペー

ジが集約的アプローチによって抽出された語での検索結果なら

ば，その他の集約的アプローチで抽出した語を提示する．また，

ユーザが選択したページが間接的アプローチによって抽出され

た語での検索結果ならば，入力キーワードと選択したページの

検索に用いられたキーワードを複合クエリとして再びシステム

に入力し，時間的同位語と組み合すことによって検索を行い，

検索結果ページを提示する．

桜キーワード入力
紅葉
梅
花見
コブクロ

検索結果ページ

ユーザ

時間的類似語

間接的同位語 ● ページを選択

関連語の種類によって質問生成時間的類似語を用いて検索された結果ページを選択

図 9 集約的アプローチによって抽出された語を選択した場合

桜キーワード入力
紅葉
梅
花見
コブクロ

検索結果ページ

ユーザ

時間的類似語

間接的同位語 ● ページを選択

関連語の種類によって質問生成間接的同位語を用いて検索された結果ページを選択

桜 花見
図 10 間接的アプローチによって抽出された語を選択した場合



6. お わ り に

本研究では，クエリログでのキーワードの時系列的検索頻度

を用いて関連語を抽出する方式を提案し，その応用について述

べた．関連語としては，時間的同位語を定義し，その抽出方法

として，集約的アプローチと間接的アプローチを提案した．集

約的アプローチでは，キーワードの時系列的検索頻度の傾向を

利用するため，非共起的な語も関連語として抽出可能である．

また，間接的アプローチでは，同一ページを参照するキーワー

ド間の時系列的検索頻度を利用するため，ページで同位語とな

るような関連語が抽出可能である．今後の課題としては，判定

アルゴリズムの改善，時系列的関係性を考慮した時間的同位語

の分類，時間的同位語のコンテキストの考慮，時間的同位語を

用いたアプリケーションの提案などがあげられる．
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