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概 要
情報ポータルにおいて，利用者は情報の検索と比較を繰り返している．その検索行動を支援するため，検索対象情報
の比較観点とその値からなる比較情報をオントロジの利用により自動抽出し，比較表を自動生成する手法を提案する．
この手法を利用すると，あらかじめ設定した少数の比較観点から，様々な検索対象の比較情報を自動抽出できることを
示す．更に，本手法を用いた，店舗に関する比較ポータルサービスのプロトタイプシステム「Semantic i タウンページ 注)」
について報告する．
1. はじめに
Web 上には，様々な情報ポータルサービスがある．
例えば，goo[1]や i タウンページ[2]などである．これら
のサービスを利用して，利用者は情報を検索している．
ここで，
「近所で布団のクリーニングをしたい」とい
う目的を持つ利用者の情報ポータルサービスを使った
検索行動を考える．
この時，利用者は情報ポータル内の検索エンジンを
利用して，以下のような行動をする．
(1) キーワードとして，自宅近辺の地名と「クリー
ニング」
・
「布団」を投入し検索する
(2) 検索結果からリンクを参照し，それぞれの店舗
の情報を比較する
(3) 比較するうちに例えば，
「仕上がりが即日」など，
新たな観点があることに気がつく
(4) 「仕上がりが即日」という観点を条件に，(2)の
検索結果を絞り込む
(5) (以下，(2)～(4)の行動を，クリーニングする店舗
が決まるまで繰り返す)
このように，利用者は，目的の情報へたどり着くま
で，情報の「検索」と「比較」を繰り返している．こ
のプロセスで情報が見つかることもあるが，適当な比
較観点を発見できるとは限らないし，発見するまでに
時間を要する．もし，あらかじめ比較情報が準備され
ていれば，これらの問題は解決できるだろう．
本稿では，オントロジやメタデータを活用して，比
較したい対象について書かれたテキストから，比較に
必要な観点，および，観点に対応する値を自動抽出す
ることが目的である．その結果，比較対象にとって重
要な比較観点や他者がよく利用する比較観点を検索に
慣れていない利用者へも表形式などで見やすく提示で
きるようになる．

2. 比較情報ポータルサービスと問題点
情報ポータルには，情報を整理し比較表として提供
するものがある．例えば，様々な分野の商品・サービ
スを比較対象として設定し，販売価格やスペックなど
を比較観点として提供するようなものである．利用者
は検索と比較を繰り返す必要が無くなる．
これらのサービスでは，商品・サービス取り扱い店
舗からの情報登録により比較情報を収集している．ま
た，商品・サービスに対する比較項目も手動で準備し
ており価格など固定的である．そのため，情報収集に
手間がかかるだけでなく，ある比較対象に対して新し
い比較観点や利用者が必要と感じる比較観点があって
も容易に追加することが難しいし，商品・サービスが
多数存在する場合，それぞれに対して固有の比較観点
を準備することも難しい．
つまり，比較対象となる商品やサービスなどが多量
になった場合，以下の 2 点が問題である．
(1) 比較情報の収集にコストがかかる
(2) 個々の対象にとって重要な比較観点を準備す
るのはコストがかかる
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注) i タウンページ: NTT 番号情報株式会社(BJ 社)が提供する電話帳検索
サービス(http://itp.ne.jp) ．
Semantic i タウンページ: BJ社の協力を得てNTT情報流通プラットフ
ォーム研究所で進めている研究のプロトタイプシステム．

図 1 オントロジとメタデータ

図 2 処理概要

3. アプローチ
これらの問題に対して，以下の解決手法を提案する．
(1) 比較対象について記述されたテキストから，比
較情報候補をテキスト内の位置関係を基にグ
ルーピングした状態で抽出し，それらを利用し
て比較情報を自動抽出する．
(2) 類似した比較対象では同一の比較観点が利用
できると仮定し，比較観点の再利用を行う．
これらの手法により，比較情報収集及び，比較観
点を準備するコストが軽減される．以下ではこれら
2 点の手法について詳細を記述する．
3.1 比較情報の自動抽出
比較表を生成するためには，比較情報を記述したメ
タデータ(図 1 参照)の準備が必要である．しかし，比較
対象が多数になると，それらを人手で収集するには限
界がある．そこで，広告や製品紹介など比較対象につ
いて書かれたテキストからプロパティ制約定義(図 1 参
照)を使ったメタデータ自動抽出を提案する．処理の概
要は図 2 の通りである．
3.1.1 プール情報抽出
まず，比較対象に関するテキストデータに対して形
態素解析などを用いて熟語に分割する．それらを比較
対象と熟語の組にし，プール情報として保存する(図
3(a)参照)．このプール情報は，熟語のテキスト内での
位置情報などの構造情報を持っており，同じ構造を持
つものをグルーピングしておく．
3.1.2 プール情報のメタデータ化
図 3(b)のように，プロパティ制約定義を用いて，プ
ール情報からメタデータを抽出する．更に，このプー
ル情報と同じグループに属するプール情報にも，同じ
プロパティを適用しメタデータ化する(図 3 (c)～(d)参
照)．
この手法により，1 回のメタデータ抽出で複数のメタ
データが生成される．
更に，構造情報のグループを利用して複数のメタデ

図 3 メタデータ抽出

ータが抽出できたら，新たなプロパティ制約定義を生
成する(図 3 (e)参照)．つまり，プロパティに対して新し
い range(値域)の値が収集されるので，初期に準備する
プロパティ制約定義の数が少なくても後から補完され
る．
3.2 比較観点の再利用
商品やサービス，業種など比較したい領域が多岐に
わたると，すべてに完全な比較観点であるプロパティ
制約定義を準備するのは難しい．そこで，あらかじめ
定義されているプロパティ制約定義を再利用する．
これ により，プ ロパティに 対して利用 できる
domain(定義域)を増やす事が可能となり，プロパティ制
約定義を準備するコストが削減される．
以下では，再利用方法を説明する．

図 4 プロパティ制約定義の再利用

Subject を比較対象，メタデータのプロパティに対応す
る値を比較値として比較表を提供する．
例えば，図 5 の様に幼稚園に関する比較表を生成す
る場合，まず，
「幼稚園」という対象を domain として
持つプロパティ制約定義を抽出し，そのプロパティを
比較項目とする．
次に，それに対応する実際の幼稚園やプロパティに
対応する値をメタデータから取得し，比較表を生成す
る．
このプロパティはよく使われるという観点の順序を
持っていて，提示可能なプロパティが多数ある時は，
順位の高い物から提示し，順位の低いものは提示しな
いなどの間引き処理を行う．

図 5 比較表の生成

3.2.1 対象概念の階層構造を利用した再利用
対象概念の階層が同一の場合，対象同士は近い概念
だと仮定し，プロパティ制約定義の再利用を考える(図
4 参照)．
例えば，業種「幼稚園」を domain として持つプロパ
ティ制約定義があるとする．このプロパティ制約定義
の domain 部分「幼稚園」を，再利用したい業種(例え
ば保育園)へ変更し，これでメタデータ抽出処理を行う．
このとき，あらかじめ定めた閾値以上のメタデータが
生成されれば，そのプロパティ制約定義は「保育園」
に相応しいものとして採用する．
3.2.2 共通性の高い属性定義の再利用
「多くの業種で登場しているプロパティ制約定義は，
すべての業種で利用できる可能性が高い」と仮定し，
プロパティ制約定義を再利用する．採用判定に関して
は，3.2.1 と同じ手法で行う．
3.3 比較表の生成
利用者がある対象について調べたとき，プロパティ
制約定義のプロパティを比較項目，メタデータの

4. Semantic i タウンページ
提案手法を用い，i タウンページデータを利用した店
舗情報比較ポータルサービスのプロトタイプシステム
「Semantic i タウンページ」を作成した．
利用者は，このシステムにキーワードを与えること
で，求める業種が特定され，最終的に店舗情報の比較
表を得ることが出来る．例えば，図 6 では，
「不動産」
というキーワードから，業種「弁護士」へ辿り着いて
いる．
4.1 データ
Semantic i タウンページでは，メタデータやオントロ
ジに対応して，表 1 の様なデータを利用している．こ
こ で ， メ タ デ ー タ は RDF[3](Resource Description
Framework)で記述されている．また，対象概念の階層
定義とプロパティ制約定義は RDFS[4](RDF Schema)を
用いて記述している．このようなデータ形式を利用す
ることで，データベースのテーブル構造を更新する必
要がなくなり，比較項目の追加・削除が容易になる．
4.2 利用者フィードバックの利用
Semantic i タウンページでは，利用者の比較表利用履
歴や口コミ情報を利用して，プロパティ制約定義とメ
タデータの追加及び抽出を行う．
比較表の比較項目の提示数は，画面サイズに合わせ
て変動させている．もし，利用者が必要とする比較項
目を比較表に反映したければ，任意に追加・削除する
表 1 初期利用データ
初期メタデータ
店舗の情報

タウンページデータ
(店舗名・業種・電話番号・住所)

初期オントロジ
対象概念の階層定義

業種の階層定義

初期のプロパティ制約定義

業種ごとに準備

入力データ

図 6 比較表の例

テキストデータ

i タウンページのテキスト広告

表 2 メタデータ自動抽出の結果
業種

初期プロパティ
制約定義

広告数

抽出

生成プロパティ

熟語数

制約定義数

抽出メタデータ数

不動産取引

58

475

94,573

893

12,150

リサイクルショップ

47

172

30,418

815

2,758

税理士

75

275

53,136

723

6,250

歯科

28

739

90,355

705

13,912

ことも可能である．このとき，どのプロパティを追加・
削除したかという情報を基に，プロパティの順序を更
新する．
また，利用者がある店舗に関する口コミ情報を提供
する場面では，プロパティ制約定義を利用して「どの
ような観点でどのような情報を入力すればよいのか」
という入力補助を提供できる(図 7 参照)．この時，今ま
でにない観点が入力されれば，その観点をプロパティ，
店舗の業種を domain，対応する値を range とし，プロ
パティ制約定義を生成する．更にプール情報を利用し
たメタデータ抽出を行う．つまり，利用者から情報提
供があると，それに応じて複数のメタデータ抽出とプ
ロパティ制約定義の生成が行われる．
5. メタデータ自動抽出の結果
Semantic i タウンページにおいて 3.1 で述べたメタデ
ータ自動抽出を行った結果を示す．
あらかじめ各業種に対して初期値となるプロパティ
制約定義を準備した．
表 2 では，初期に準備したプロパティ制約定義数，
入力に利用した広告数，広告から抽出された熟語の数，

更に，メタデータ抽出処理の結果，生成されたプロパ
ティ制約定義の数と抽出されたメタデータの数を示し
た．
これらのデータから，初期に準備するプロパティ制
約定義が少なくても，i タウンページの広告データの様
に，ある程度整形されたテキストからは，多数のメタ
データが抽出可能であることが分かった．また，プロ
パティに対する新たな range の値が追加され，プロパテ
ィ制約定義が増えている．
6. おわりに
本稿では，プロパティ制約定義を利用したメタデー
タ抽出及び，プロパティ制約定義を再利用する手法を
提案した．また，i タウンページのデータを利用した，
提案手法のプロトタイプシステム「Semantic i タウンペ
ージ」の作成を行った．
この結果，広告などのテキストデータからメタデー
タの自動抽出が行われることと，少数のプロパティ制
約定義をあらかじめ設定しておけば，メタデータ自動
抽出の過程でプロパティ制約定義の range が補完され，
更に複数の対象で再利用を行うことでプロパティ制約
定義の domain が補完され，プロパティ制約定義をあら
かじめ準備するコストを軽減できることが分かった．
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図 7 利用者フィードバックの収集イメージ

