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等のコミュニティ型コンテンツにおいて，ユーザが気付かずに抜け落ちている情報を我々は

コンテンツホールと呼び，このユーザが気づいていない情報を探すことをコンテンツホール検索と呼ぶ．コンテンツ
ホール検索は様々な種類のコンテンツホールが考えられる．そこで本論文では，コンテンツホールの種類を提案しそ
れらを定義する．また，これまで我々はコミュニティ型コンテンツの視点情報と
とによりコンテンツホール検索を行うことを提案してきた．本論文では，
事の目次構造を用い，コミュニティ型コンテンツと

空間との視点情報を比較するこ

空間の視点構造として

の記

の情報と比較しコンテンツホールを検索するシステム

の提案を行う．

ȵʀɷʀɑ コンテンツホール，検索，

をコンテンツホールと呼び，コミュニティ型コンテンツにおけ

ǾǧȐǺ
ブログや

るコンテンツホール検索を提案してきた．これまで我々の提案

のようなコミュニティ型コンテンツの場合，コ

してきたコンテンツホール検索の手順は以下のおとりである．

ミュニティ内での議論に集中するあまり発言者の視野が狭くな

（ ） コミュニティ型コンテンツからのテーマの抽出

り，議論のテーマに対する全体像が見えなくなってしまうおそ

（ ）

れがある．このような場合，そのテーマに対して発言者である

（ ） コミュニティ型コンテンツの視点抽出

ユーザの気づいていない情報を提示することにより，より広い
視野に基づいた議論ができ，コミュニティの活性化につながる
と考える．そこで我々は，この「ユーザが気付いていない情報」

（ ）

空間における視点情報の抽出
空間における視点構造とコミュニティ内の視点構

造を比較しその差分情報であるコンテンツホールを抽出
（ ） 抽出されたコンテンツホールの提示
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これまで，上記手順の

を提案する

と共に，上記手

順

の基盤技術となるコミュニティ型コンテンツの対話解

析

を提案してきた．ここでいう視点構造とは，そのキー

「名詞
ワードを構成する属性情報を示す． では，

＋が＋形

」の構造に注目し，視点構造を抽出した．しかし

容詞＋名詞

を用いているが，本論文ではクエリを記事名と

て

し，その記事の目次からコンテンツホールを求める為，これら
の研究とは異なる．

ながら，提案手法は計算時間がかかるため，あらかじめある

ȻɻɎɻɌɣʀɳǽᲷⲲ

空間の視点構造を求めておかなけれ

キーワードに対する

を用いる

の意図に沿った拡張クエリを作成する際に

システムを提案している．これらの研究はクエリの拡張に対し

ばならず，あらゆるキーワードに対応することは不可能であっ

コンテンツホールはユーザの気づいていない情報であり，ユー

空間におけるキーワードの視点

ザの発言の周辺の情報や反対の情報等様々な情報の種類が考え

た．そこで本論文では，

の記事の目次

情報として，

構造をそのキー

に我々の考えるコンテンツホールのイメージ図を

られる．図

ワードの属性情報つまりは視点情報と見なして，コンテンツ

示す．ここで，コミュニティ型コンテンツはコミュニティが対

ホール検索を行う．具体的には，コミュニティ型コンテンツ群

象としているテーマ

の目次構造を構成するセクションとを比較し，コ

と

ミュニティ型コンテンツと相違しているセクションをコンテン
は

ツホールとして提示することを行う．
月現在日本語で約

万本の記事がある

約

．これは，ブリタニカの百科事典
が約

から，

年

万本余りの記事があり，英語に至っては
の項目数

であること

発言 （

とコミュニティ参加者であるユーザの

の集合からなる話題

構成されているとする．話題

（

で

とはテーマ内の同一話題を

共有する発言の集合とし，例えば掲示板の場合は一つのスレッ
ドを一つの話題とする．一つテーマは複数の話題から構成され
る場合が多く，一つの話題は複数の発言から構成される場合が
多いが，一つの発言のみであってもかまわないとする．図

で

は一般的な単語を十分網羅していると考えら

はコンテンツホールの種類をわかりやすく表現するために，一

は不特定多数の人により編集されてお

つの話題のみから構成されるコミュニティ型コンテンツの例を

れる．さらに

り，あるコミュニティに依存するコンテンツである可能性が低
空間

く，世間一般的な属性情報が取得可能であると考え，
を用いる．

における視点情報抽出に

示している．図

に示すようにコンテンツホールは，周辺の話

題や詳細な話題等コミュニティの話題に類似するものと，反対
の印象の話題等の話題と相違するものに分けられると考える．

一方，コンテンツホールはこれまでの類似検索のような絞

尚，本論文ではコンテンツの時系列を考えないコンテンツホー

り込み検索と異なり，ない情報つまりは相違検索の一部である

ルの提案を行う．以下に各々のコンテンツホールの種類の定義
をオリンピックの陸上競技とし，コミュニティ型コ

ため，様々な種類が考えられる．そこで本論文ではコンテンツ

をテーマ

ホールを分類し，改めてコンテンツホールの定義を行う．

ンテンツの話題

以下， 章では関連研究を， 章ではコンテンツホールの種
類を，そして

章では

を用いたコンテンツホール検

ȻɧɭɓɎȫǽ◊ⲤǷⲲΚǨȚȻɻɎɻɌɣʀɳ

索システムについて述べ， 章でまとめと今後の課題について
述べる．

話題の内部
コミュニティ型コンテンツ内の一つの話題に対して，抜け落ち
ている情報を話題の内部のコンテンツホールと呼ぶ．つまり

⬄⢪ᮾ᳣
馬ら

を陸上競技の選手であるウサイン・ボル

ト選手を話題とした例を用いて示す．

は

は，

コンテンツから話題構造を取得し，話題の広
コ

がりや話題の詳細を求める研究を行っている．これらは

ンテンツにおける周辺の話題及び詳細な話題のコンテンツホー
ルを求めているともいえる．また，鳥澤

らは鳥式を提案し

に関連する研究は多数あるが中山

そのチキンナゲットが好きだという情報が話題の内部のコンテ
ンツホールとなる．
周辺の話題
意味を持つ話題を周辺の話題のコンテンツホールと呼ぶ．つま

らに代表されるよう
から知識を抽出し利用する研究が数多くある．こ

れらの研究は

のカテゴリ構造やリンク構造を用い

て知識を抽出しているのに対し，本論文では

と異なるコンテンツを

コミュニティ型コンテンツ内の一つの話題に対して，少し広い

題のコンテンツホールを求めているともいえる．

に

は同一であるが，

ティの場合，チキンナゲットが好きだという情報がなければ，

想定外の話題の抽出の研究を行っている．これらは想定外の話
一方

と

示す．例えば，ボルトの好きな食べ物の話をしているコミュニ

りは

は

と包含関係にあるコンテンツを示す．例え

ば，ボルトと彼の父親との関係を示す情報は周辺の話題のコン
テンツホールとなる．

から

詳細な話題

の記事の目次構造をそ

コミュニティ型コンテンツ内の一つの話題に対して，発言内容

の記事つまりはコミュニティ型コンテンツのテーマの属性情報

より詳しい情報を詳細な話題のコンテンツホールと呼ぶ．つま

である視点構造とみなしている点が異なる．また，川場ら

りは

はあるトピックに有用なブログサイトを検索する応用例として

示す．ボルトが優勝した発言をしている場合，ボルトがどのよ

知識を抽出するのではなく，

を用い，

の記事に対応したトピックのブ

ログサイトを検索している．堀ら

はユーザのクエリからそ

と

は同一であり，

より詳細なコンテンツを

うな練習をして優勝したのかの情報は詳細な話題のコンテンツ
ホールとなる．
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図

コンテンツホールの種類

近い話題
コミュニティ型コンテンツ内の一つの話題と類似するが少し異
なる話題を近い話題のコンテンツホールと呼ぶ．つまりは
と類似するが少し異なる話題を示す．例えば，他のジャマイカ
の選手の話題は近い話題のコンテンツホールとなる．
ȻɧɭɓɎȫǽ◊ⲤǷᭀ⣖ǨȚȻɻɎɻɌɣʀɳ
その他の話題
コミュニティ型コンテンツ内の話題と異なる話題すべてをその
他の話題のコンテンツホールと呼ぶ．つまりは，
るが，

図

は同じであ

以外のコンテンツすべてを示す．例えば，ボルト

以外のすべての選手の話題はその他の話題のコンテンツホール
となる．例からもわかるように，その他の話題と近い話題のコ

たというのは想定外の話題のコンテンツホールとなる．

ンテンツホールは包含関係になっている．

ȡ᧸ǓǮȻɻɎɻɌɣʀɳᎰấ

反対の印象

ȿɁɎɨ

コミュニティ型コンテンツ内の話題がもつ印象と異なる印象を
持つ話題，もしくは発言と反対の印象を持つ発言を反対の印象
のコンテンツホールと呼ぶ．つまりは，
印象を持つ話題を指す場合と，

と

の印象と異なる
は同じだが

異なる印象を持つ場合とがある．例えば，ボルトの

と
の最

後の走りに対して最後まで全力で走ればと残念がる発言に対し
て，ふざけているといったような反対の印象を述べる情報は反
対の印象のコンテンツホールとなる．
全く異なる話題（想定外の話題）
の話題のコンテンツホールと呼ぶ．その他の話題のコンテンツ
ホールとは包含関係にあるが，その他の話題のコンテンツホー
ルがある程度類似している話題も含まれるのに対し，想定外の
話題はコンテンツ間の相違度が大きい話題を対象とする．例え
決勝において

位

本論文ではコンテンツホール検索のリアルタイム性を重視し，
空間の視点構造を抽出するために
次構造を用いる．

の記事の目

は不特定多数の人々により記述さ

れているコンテンツであり，ある意味様々な視点でかかれたコ
ンテンツであると考えられる．
ザが特に指定しない限り，見出しが

の記事の目次はユー
つ以上あるページには，

基本的にセクション見出しから自動生成される

．従って，

その記事の属性情報を顕著に表したものであると考えられる．

コミュニティ型コンテンツ内の話題と全く異なる話題を想定外

ば，

比較イメージ図

ǷȻɧɭɓɎȫࢪȻɻɎɻɌǷǽᕉ⟿
コミュニティ型コンテンツの一つの話題を構成するコンテン
ツ群と

の一つの記事を構成する目次を構成する最小

の項目毎を比較することを行う．
（図

参照）ここでは，各々の

文書において形態素解析を行い，そこに含まれる名詞において

位の選手が実は失格になってい

－ 261 －

法により単語の重みを求め，それを用いてコサイン

相関値により文書間の類似度を求める．ここでいう文書間とは，

はないと予測されるが，その問題点は何かを抽出する．

の目次の最小単位が指し示すコンテンツとコミュニ

固有名詞のうち，組織名と個人名との比較

ティ型コンテンツ全体との文書間である．類似度がある閾値よ

固有名詞をコミュニティ型コンテンツのテーマとしている場合，

章で

その固有名詞は有名な組織や個人である場合がほとんどであり，

り小さいものをコンテンツホールの候補とする．ここで

に掲載されている可能性が高い．そこで，話題が広

述べた各コンテンツホールのうち，以下のコンテンツホールを

義な会社や団体等の組織名とそれと比較して話題が狭義な個人

求める．
周辺の話題

名とを比較する．組織名と個人名とで個人名の方が狭義の話題

コンテンツホールの候補となった目次の項目と同じ親項目を持
造と考え，目次の項目を木構造の各ノードとした場合，コンテ
ンツホールの候補となったノードと親ノードを共にする兄弟
の拡張であると考え，周辺の話題と定義

ノードは，話題
する．

を用いることが有効であると予測する．

になり，

上位概念，下位概念の比較

つ目次の項目を周辺の話題と呼ぶ．つまりは，目次構造を木構

テーマの構造が上位概念の場合とその下位概念の場合とを比較
を用いているため，よ

する．つまりは提案手法は

りインスタンスに近いテーマの方が有効であると予測するが，
その比較実験を行う．例えば，

詳細な話題

がテーマの場合，

を

テーマとしているコミュニティとその下位概念であると考えら

コンテンツホールの候補となった目次の項目のコンテンツにお
けるリンク先の記事を詳細な話題と呼ぶ．つまりは，

は

を解説するためのより詳細

同一であり，リンク先の記事は

なコンテンツと考え，詳細な話題と定義する．

のサービスの一部であるマイレージ（

れる

マイレー

ジバンク）をテーマとしているコミュニティにおいて，どちら
を用いることにより有用なのかを比較する．

が

実際に実験に使用したテーマと実験結果の類似度が閾値以上

その他の話題

とされた項目，つまりはコンテンツホールではないと判断され

類似度がある閾値以下の目次の項目全てをその他の話題のコン

た適合率を表

テンツホールとする．

る．

に示す．ここで求めた適合率は以下の通りであ

ɟɵɐɇȬɟȿɁɎɨ
章で提案したコンテンツホールの種類の内，コミュニティ
の話題と相違するコンテンツホールの「その他の話題のコンテ

適合率

ンツホール」を提示するプロトタイプシステムを開発した．図
にプロトタイプシステムの検索画面を，また図

にコンテン

表

ツホールの表示画面を示す．プロトタイプシステムのフローを
以下に示す．
（ ） ユーザは比較したいコミュニティのテーマをキーワー
ドとして入力する．

対象テーマの説明

コミュニティのサイトのリストと

のページを検索

し，コミュニティサイトを右画面に，

オリンピック
組織名
組織名

で検索した

を

ンツホールとする．

上位クラス
マイレージバンク

上位クラス

ドコモ

下位クラス

ドコモダケ



左画面参照）



速報性の強い情報をテーマとしている場合



種々のコミュニティのテーマを用いて提案手法の有用性を計
り，提案手法の問題点を抽出する実験を行った．実験に用いた
コミュニティのテーマは以下の方針で選んだ．

予測通り，速報性の高い情報に対しては

スポーツ等のコミュニティの中では，その日にあった試合に対
しての議論を行っている場合がある．このような速報性のある
の記事は速報性が弱いため有用で

を用いたの

ではあまり良い結果が得られなかった．しかしながら，北京オ
リンピック野球日本代表のように速報性が高く且つ注目度の高
い話題に対しては，すぐに

速報性の強い情報をテーマとしている場合

話題に対しては，

金本知憲

上位クラスと下位クラス

の目次の階層構造を利用して，コンテン
ી

柴崎コウ

個人名

下位クラス

の目次毎に比較し，類似していない目次のコンテンツをコンテ

ツホールを赤字で表示する．
（図

阪神タイガース

個人名

で表示されたコミュニティサイトのリス

（ ） システムはユーザが指定したコミュニティのサイトの

柔道
北京オリンピック野球日本代表

組織名と個人名

を左画面に表

トからコンテンツホールを見つけたいサイトを選択する．

（ ）

対象とするテーマ名（クエリ） 適合率

速報的な最新情報

示する．

テーマのコンテンツと

評価実験に用いたテーマとその結果

オリンピック

（ ） ユーザの入力したキーワードからそのキーワードの

（ ） ユーザは

類似度が閾値以上の目次項目の内正解の項目数
×
類似度が閾値以上の目次項目数

でも反映されており，あ

る程度は有効である事がわかった．
固有名詞のうち，組織名と個人名との比較
組織名と個人名とで個人名の方が狭義の話題になり，
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図

図

プロトタイプシステム初期画面図

プロトタイプシステム解析結果画面図

を用いることが有効であると予測したが，実際には組織名，個

結果より，上位概念をテーマとするコミュニティに対してもそ

人名に有用性の因果関係があるとは言えない結果となった．例

の下位概念の項目の目次も有効であるということがわかり，ど

えば，個人名における「柴咲コウ」は歌手と女優の
な項目を

つの大き

の範囲での下位概念を考慮するかが今後の課題となった．

ではあるのに対し，柴咲コウのコミュニ

その他

ティに取っては，柴崎コウが好きであり，歌手と女優の顔を区

コミュニティ型コンテンツにはコミュニティ特有の言葉や略語

別するような発言がないため類似の適合率が低かったと考えら

等が多く非常に解析がしにくい．そこで，これらコミュニティ

れる．

の依存度の高い言葉を一般用語に変更することが必要である．
上位概念，下位概念の比較

ȍǷȐǷ͑ൖǽ☁Ⲥ

ここでは，上位概念は話題が広義であるため，下位概念の方が
より有効であると予測したが，予測した通りの結果となった．

本論文では，これまで我々が提案してきた，コミュニティ型

－ 263 －

コンテンツにおいてユーザが気付いていない情報であるコン
テンツホールの

つの種類を提案した．具体的には，７種類

のコンテンツホールをコミュニティ型コンテンツの話題に注目
し，コミュニティの話題と類似するコンテンツホールとコミュ
ニティの話題と相違するコンテンツホールに分類した．さらに，
の目次の項目を比較す

コミュニティ型コンテンツと

ることによりコンテンツホールを求めるシステムの提案を行い，
そのプロトタイプシステムを開発すると共に，そのプロトタイ
プを用いて実験を行い，提案手法の問題点を洗い出した．今後
の課題は以下の通りである．
コミュニティ型コンテンツにおいて独特な言葉や新語に
対応する．
速報性のある話題への対応．
コミュニティ型コンテンツの話題の下位概念に対応する
の項目を何処まで入れてコンテンツ

単語（記事）の

ホールを抽出するかを検討．
「オリンピックの陸上

」といったようにコミュニ
において複数の記事に対応す

ティ型コンテンツでは

るテーマを対象としている場合が多いため，これらに対応．
本論文では提案した

つのコンテンツホールの内，その

他の話題のコンテンツホールのプロトタイプシステムを開発し
たが，他の

♢

つのコンテンツホールを抽出するシステムの提案．
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