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Applying to Travel Plan Presentation System
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1. はじめに
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概要
　我々は、旅行施設の検索をターゲットに、ユーザが入力するリクエスト文章からその検索要求の内容を解釈し、

その目的にあった施設情報を検索する手法を開発した。

　従来のインターネット上のサーチエンジンでは、リクエスト形式がキーワード形式であるため、ユーザは自分の要

望を複数個のキーワードの形で指定する必要があり、本来の検索要求がリクエスト中に盛り込めない場合が多い。

また、インターネット上の旅行施設の説明は紹介者の観点でかかれており、利用者の用いるキーワードとずれが

生じるため目的の情報が探し出せない場合がある。今回我々が開発した検索方式はこれらの点を克服し、ユーザ

の要望をそのまま文章で記述できる形式とし、旅行目的にあった施設の情報を効率的に検索できる特徴を持つ。

　本稿では、この検索手法の開発までの基本要件の洗い出しなどのアプローチと共に、検索手法の詳細、この検

索手法を使って開発した旅行業界向け旅行プラン提示システムの概要について紹介する。
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　インターネット環境の普及と共に、インターネット上には様々

な情報が提供され、必要なときに必要な情報が手軽に取得で

きるようになった。このようなインターネット上の情報を効

率よく探す手段として、Google[１]やYahoo[２]などのサーチ

エンジンがよく使われている。しかし、実際に自分の欲しい

情報を探そうとするとなかなか見つけることができなかったり、

検索結果に漏れがあったりする場合が多い。

　我々は、このようにネットワーク上に散在する情報を対象に、

ユーザが要求する情報を効率よく検索する手法を研究・開発し

ている。今回、検索対象を旅行施設情報に限定し、ユーザの検

索要求をできるだけ適切に認識し、ユーザの要求する情報を提

示するための検索方式を開発した。

　本稿では、検索方式開発までのアプローチと検索方法の詳細

について述べる。また、この検索方式を使って開発した旅行業

界向け旅行プラン提示システムの概要について紹介する。
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2. 検索要件の分析

　検索手法を検討するにあたり、旅行施設を対象に検索する場

合の検索機能の基本要件を洗い出した。要件の洗い出しには、

検索対象とする旅行コンテンツの特徴の分析と、検索で用いる

ユーザのリクエスト文章の特徴の分析とを双方から行った。

2.1  旅行コンテンツ分析
　対象とする旅行コンテンツは、各国の観光局がインターネッ

ト上に提供している情報である。これらの特徴を把握するため、

実際の旅行コンテンツの説明文を収集・分析した。これにより

得られた特徴、および知見は以下のとおりである。

(１) 多種多様な表記

特徴：

●  個々の施設の説明文は文章の構造が決まっておらず、異

　なる構造で書かれている。

●  他の施設との差別化を明確にするため、同じ意味でも異

　なる表現がされている場合が多い。

知見：

●  項目ごとに情報を抽出するのは不可能なので、説明文を

　構造的に切り出すのは難しい。

●  説明文全体を対象にしたキーワード検索が妥当であろう。

●  同じ意味でも異なる表現がされているので、シソーラス

　辞書を使う必要がある。

(２) 名詞が多い

特徴：

●  施設の説明文中のキーワード品詞を解析した結果では、

　名詞の出現回数、種類が最も多い。

知見：

●  名詞キーワードはその施設の特徴を最も表現したキーワー

　ドであり、名詞キーワードを用いて検索するのが妥当で

　あろう。

(３) 動詞が少ない

特徴：

●  施設中の説明文のキーワード品詞を解析した結果では、

　動詞の出現回数が少ない。

知見：

●  動詞キーワードは施設の特徴を差別化するには不適切な

　キーワードである。

●  動詞の主語は施設であり、「ある」や「できる」などが

　多く、出現する動詞の種類が極端に少ない。

(４) ポジティブな記載内容

特徴：

●  記載されている内容は、どれもポジティブな内容（おす

　すめ情報）のみであり、否定的な記述はほとんどされて

　いない。

知見：

●  検索結果は、そのままおすすめ情報として提示すること

　ができる。

(５) 説明文の長さがまちまち

特徴：

●  各施設の説明文の長さにバラツキがある。1行程度の説

　明しかない施設も多く存在する。

知見：

●  1行程度の説明文をユーザに提示してもあまり有用な情

　報とは思えない。できるだけ多くの情報が記載されてい

　る施設を優先的に提示する仕組みが必要である。

(６) キーワードの繰り返しが少ない

特徴：

●  限られた文書長で施設を説明する必要があるため、繰り

　返して使われるキーワードはあまり存在しない。

知見：

●  通常の文章では、重要なキーワードは繰り返して使われ

　る傾向があるが、今回対象にする文章では、その特徴は

　あまり使えない。

(７) 有用なキーワードには修飾語が多い

特徴：

●  説明文の中で特に強調したい部分（キーワード）には、

　その言葉を修飾する記述が多い。

知見：

●  説明文からキーワードを抽出する際に、対象のキーワー

　ドにかかる修飾語の数により重要度を高くする仕組みが

　有効と思われる。

(８) 冒頭に重要な記載が多い

特徴：

●  施設の説明文の冒頭には、その施設の特徴を端的に表す

　重要な記載が多い。

知見：

●  キーワードの出現位置により、キーワードの重要度を計

　算する仕組みが有効と思われる。

2.2  リクエスト分析
　本手法で対象とするリクエスト文章に関しても特徴を分析した。

　現在、サーチエンジンなどではキーワードを指定して検索す

ることが一般的になっている。しかし、ユーザがキーワードで

検索する場合、自分の検索要求を一旦整理し、自分が欲しい情

報にはどのようなキーワードが含まれているかを自分なりにイメー

ジし、そのキーワードを記述していることになる。これではユー

ザが本当に要求している情報を得るための手がかりが欠落する

こともあると考えられる。そのため、今回検討する検索手法では、

ユーザの検索要求をそのまま文章の形で入力してもらうことと

した。

　まず、旅行施設を検索することを想定し、考えられるリクエ

スト文をいくつか洗い出し、それらを意味的な観点から分類した。

その結果を図1に示す。

　図1では、横軸にリクエストに含まれる曖昧さ、縦軸にリクエ

スト中の世間的な評価重視の度合いで分類した。横軸にそって

分類したA,B,C３つのリクエストタイプの特徴を整理すると以下

のようになる。

(１) リクエストタイプA

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され　

　ている。

●  体験したいことが動詞として記述されている。

●  場所を限定する記述がある。

(２) リクエストタイプB

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され

　ている。

●  施設に対する評価（形容詞）がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、リクエストを解

　釈するために知識が必要な場合がある。

(３) リクエストタイプC

●  リクエストタイプA,Bよりも要求が曖昧である。

● 検索対象が「場所」や「時」などと書かれており、具体

　的な検索対象が明確でない。

●  検索条件となる条件は複数の語句から構成されている。          

（「一生に一度は」など）

　これらのリクエストの特徴を踏まえ、リクエストタイプ別

の検索要件は以下のようにまとめられる。

(１) リクエストタイプA

● 「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● ユーザの体験したいことは動詞で記述されている。その

　ため、検索する施設はこの要求を満たす施設である必

　要がある。

●  場所を限定する記述がある場合は、その部分を認識し、

　地域で絞り込む必要がある。

(２) リクエストタイプB

●「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● 施設の第三者的な評価指標が必要であるが、そのような

　情報は施設情報の説明文には記載されていない。したがっ

　て、事前にこのような情報をシステムに持たせておく

　必要がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、事前に知識をシ

　ステムに与えておく必要がある。

(３) リクエストタイプC

● リクエスト文の内容が複雑であるため、リクエストの内

　容を深く解釈する必要がある。

　これらの分析結果より、今回はリクエストタイプのA,Bに関

して実現を検討し、リクエストタイプCに関しては、解決すべ

き問題が複雑なため、今回は対象外とし、次フェーズで検討

することとした。

　さらに、リクエストタイプA,Bに関してはリクエストの記述

形式を以下のように構造化できることが分かった。

図1  リクエストの分類

図２  リクエストタイプA,Bの構造

3. 検索手法
　検索要件の分析結果を踏まえ、開発した検索手法 (以下、本

手法) を示す。

　本手法に関する処理は、旅行コンテンツ収集時に行う「事

前処理」と、検索時に行う「検索処理」に分けられる。

(1) 事前処理

●  コンテンツの収集

　インターネット上の政府観光局サイトなどを巡回し、

　旅行コンテンツの説明文を収集する。

●  インデクシング処理

　収集した旅行コンテンツの説明文からキーワードを抽

　出し、検索に用いるインデックスを作成する。

●  スコアリング処理

　旅行コンテンツから抽出した各キーワードに対して、

　そのキーワードの重要度（対象の旅行コンテンツの説明

　文中、どれだけ重要なキーワードか）を計算する。

(２) 検索処理

●  リクエスト解析処理

　ユーザの入力したリクエスト文章を解析し、検索条件を

　抽出する。

●  検索処理

　抽出した検索条件を基に、対応する旅行コンテンツを検

　索する。

●  リクエストマッチ度の計算

　検索した各旅行コンテンツに対して、どれだけリクエス

　トにマッチしているかのマッチ度を計算する。

3.1  コンテンツの収集
　検索対象とする旅行コンテンツは、各国政府観光局がインター

ネット上で公開している施設情報とした。コンテンツの収集は

各サイトの施設情報の一覧ページを入り口として、リンクの探

索により、順次、情報を収集する。なお、リンクの探索パタン、

施設情報の抽出パタンは、サイトごとに記述形式の特徴を分析

し、正規表現を用いた文字列のマッチングを用いて行う。

3.2  インデクシング処理
　収集した施設情報の説明文を単語に分割し、キーワードを抽

出する。キーワードの抽出には、形態素解析ツールであるSen[３]

を用いた。なお、形態素解析をする場合、複合名詞は複数の名

詞として切り出されるため、連続する名詞を複合名詞として扱

うようにした。

3.3  スコアリング処理
　インデクシング処理で切り出した各キーワードに対して、各

キーワードがどの程度施設の情報を表すのに重要なキーワード

かを示すスコア値を計算する。通常、このスコア値は文書中の

重要なキーワードは繰り返し使用されるとの仮定から、TF-IDF[４]

の手法を用いてキーワードごとに設定するのが一般的である。

しかし、今回対象にする旅行コンテンツの特徴として、重要な

キーワードでも繰り返されないとの分析結果より、独自の方式

を用いることとしている。

　第２章の旅行コンテンツの分析結果より、以下の特徴が挙がっ

ている。

●  有用なキーワードには修飾語が多い。

●  冒頭に重要な記載が多い。

　この特徴から、キーワードのスコア値は以下の２つの指標の

加算値とする。

(1) 出現位置によるスコアリング

　説明文書全体を文単位で分割し、文の数が均等になるよ

うに先頭から３つのグループに分割する。各キーワードの

スコア値は、先頭1/３に出現するものに関しては出現回

数に３ポイントを積算した値、中盤1/３に出現するもの

は出現回数に２ポイントを積算した値、それ以外は出現回

数をそのキーワードのスコア値とする。

(２) 修飾度合いによるスコアリング

　抽出したキーワード（名詞）に対して、このキーワード

を修飾する語はどれかを解析し、対象のキーワードを修飾

するキーワードの数を、修飾度合いによるスコア値とする。

　なお、文章が1文しか存在しない短いコンテンツに関しては、

高いスコア値がつかないような仕組みとする。

　ここで算出したスコア値は、インデクシング処理で抽出した

各キーワードのメタ情報として事前に蓄積する。

3.4  リクエスト解析処理
　検索する前に、ユーザが入力したリクエスト文章を解析し、

検索条件を抽出する。検索条件の抽出には、形態素解析ツール

を用いてキーワード分割すると共に、文章の記述形式や図２で

示したリクエストの記述パタン形式に基づいて抽出する。

　表1にリクエスト解析で抽出する各種条件を示す。

3.5  検索処理
　リクエスト解析で抽出した条件を基に、検索する。

　検索結果となる集合を確定する要素は表１中の条件項目

～ である。

　個々の検索条件に対する検索処理の概要を以下に示す。

名詞条件

　名詞による検索は、「インデクシング処理」で作成した

インデックスを用いる。なお、このとき、別途定義したシソー

ラス辞書を用いて検索対象のキーワードの範囲を広げる。

今回用いたシソーラス辞書は事前に旅行コンテンツを参照し、

手作業で作成したものである。

外部知識条件

　リクエスト中の検索対象として「世界遺産」などのよう

な指定があった場合、どの施設が世界遺産に該当するかの

知識が必要である。今回開発した検索方式では、事前にこ

のような知識が必要な語句と、該当する施設との対応付け

辞書を準備し、リクエスト中にこのような語句が指定され

た場合は、この辞書で定義してある施設を検索結果として

返すようにした。

動詞条件

　リクエスト中に書かれた動詞はユーザが体験したい要望

を表しており、重要な検索条件である。このような動詞の

主語はユーザであり、「見たい」、「食べたい」などの表

現で記載される。しかし、旅行コンテンツの説明文に記載

される動詞は主語が施設であるため、リクエストに記載さ

れた動詞と異なっている。このような動詞を用いたキーワー

ド検索を行っても該当の施設は検索されない。

　今回開発した検索方式では、リクエスト中に記載されるユー

ザの要求を表す動詞と、この体験が可能な施設の施設タイ

プ（博物館、レストラン、など）との対応付け辞書をあら

かじめ作成しておき、検索時はリクエスト中の動詞に該当

する施設タイプを持つ施設を検索結果とすることとする。

これにより、リクエスト中に記載されたユーザの体験要求

を満たすことのできる施設を提示することが可能になる。

地域条件

　旅行施設を検索する場合のリクエスト中には、「ロンドン

で」などのような場所を限定する表現がよく記載される。

しかし、旅行コンテンツの説明文には、その施設の都市名

はあまり記述されていないケースが多い。この場合、都市

名をキーワードとして検索しても該当する施設が検索され

ないことになる。

　本手法では、リクエスト文中に都市名を限定する表現があっ

た場合、この都市名を抜き出し、キーワードとしてではなく、

その施設情報の「都市」属性を用いて検索する。これにより、

リクエスト中に都市名を限定する表現が記載された場合は、

検索結果は指定した都市に存在する施設に限定することが

できる。

3.6  リクエストマッチ度の計算
　検索処理で検索された各旅行コンテンツに対して、リクエ

ストとのマッチ度を求める。

　リクエストマッチ度のベースになるものは、検索条件「

名詞条件」でマッチした名詞キーワードのスコア値の加算値

とする。

　マッチ度の計算では、上記の「 名詞条件」で求めたマッ

チ度に以下の検索条件によるマッチ度を加算することとする。

修飾条件

　リクエスト中に記載される「美しい」などの形容詞は、

検索結果として優先的に提示してほしい施設の属性を表し

ている。したがって、検索結果のランキングでは、リクエ

スト中に記述された形容詞がコンテンツ中に含まれている

物をランキングの上位になるようにする。

　具体的には、「 名詞条件」でのマッチ度計算と同様に、

コンテンツ中にこのような形容詞キーワードが存在した場

合はそのキーワードに設定されているスコア値をマッチ度

として加算する。

外部評価条件

　リクエスト中には「有名な」などのような、外部評価的

にどのような施設かを表す表現がよく記述される。しかし、

旅行コンテンツの説明文には、このような外部評価的な記

述が書かれるケースはあまり無い。したがって、本検索手

法では、このような外部評価的な指標値をあらかじめ施設

ごとに定義しておき、リクエスト中にこのような記述があっ

た場合は、その表現に対する外部評価値をマッチ度に加算

することとする。

3.7  サーチエンジンとの機能比較
　本手法により、インターネット上でサービス提供されてい

るサーチエンジンと機能を比較すると、表２のような違いが

ある。

　今回開発した検索方式を用いて旅行プラン提示システムを開

発した。本システムは旅行プラン提案の窓口業務で用いること
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などの機能を持ったシステムである。

4.1  施設情報検索機能
　お客さまからのリクエストを元に、施設情報を検索する機能

である。施設検索画面を図３に示す。画面の左上にお客さまの

リクエスト文章を入力し、検索を実行すると、画面中央にお客

さまの要望にあった施設の一覧がマッチ度の高いもの順に表示

される。一覧表示された施設の情報は図４に示すような画面で

見ることができる。図４の画面では、施設に関する説明文と共

に、口コミサイトから収集した口コミ情報、地図情報や近隣施

設の情報なども一度に閲覧することができる。お客さまはこれ

らの情報を見ながら実際に訪問したい施設を選定する。

　施設検索画面（図３）の右下では、検索結果の情報をリクエ

ストとのマッチ度、お客さまの趣味嗜好属性とのマッチ度の2

次元グラフで表示しており、これらの満足度合いを見ながら施

設を選定することも可能である。

4.2  プラン生成機能
　お客さまが選択した施設を効率的にまわれるように、本システ

ムでは、旅行プランを生成し、提示する機能を持っている（図５）。

旅行プランの日程に余裕がある場合は、選択した訪問施設に類

似する施設やお客さまの趣味嗜好にマッチする施設を補充して

旅行プランを作成する。訪問順序は、旅行コンテンツ上に記載

された住所情報から緯度経度を算出し、距離的に近い施設から

まわれるようにしている。

4.3  パック旅行情報検索機能
　プラン生成機能で作成した旅行プランに最も類似するパック

旅行を検索する機能である。本システムでは、いくつかの旅行

代理店がインターネット上に公開しているパック旅行の情報も

収集しており、これらのパック旅行情報と生成した旅行プラン

との比較により、類似のパック旅行を検索することもできる。

4.4  パック旅行情報比較機能
　パック旅行情報検索機能で検索したパック旅行でお好みの

物をいくつか選択して、これらを比較することもできる（図６）。
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2. 検索要件の分析

　検索手法を検討するにあたり、旅行施設を対象に検索する場

合の検索機能の基本要件を洗い出した。要件の洗い出しには、

検索対象とする旅行コンテンツの特徴の分析と、検索で用いる

ユーザのリクエスト文章の特徴の分析とを双方から行った。

2.1  旅行コンテンツ分析
　対象とする旅行コンテンツは、各国の観光局がインターネッ

ト上に提供している情報である。これらの特徴を把握するため、

実際の旅行コンテンツの説明文を収集・分析した。これにより

得られた特徴、および知見は以下のとおりである。

(１) 多種多様な表記

特徴：

●  個々の施設の説明文は文章の構造が決まっておらず、異

　なる構造で書かれている。

●  他の施設との差別化を明確にするため、同じ意味でも異

　なる表現がされている場合が多い。

知見：

●  項目ごとに情報を抽出するのは不可能なので、説明文を

　構造的に切り出すのは難しい。

●  説明文全体を対象にしたキーワード検索が妥当であろう。

●  同じ意味でも異なる表現がされているので、シソーラス

　辞書を使う必要がある。

(２) 名詞が多い

特徴：

●  施設の説明文中のキーワード品詞を解析した結果では、

　名詞の出現回数、種類が最も多い。

知見：

●  名詞キーワードはその施設の特徴を最も表現したキーワー

　ドであり、名詞キーワードを用いて検索するのが妥当で

　あろう。

(３) 動詞が少ない

特徴：

●  施設中の説明文のキーワード品詞を解析した結果では、

　動詞の出現回数が少ない。

知見：

●  動詞キーワードは施設の特徴を差別化するには不適切な

　キーワードである。

●  動詞の主語は施設であり、「ある」や「できる」などが

　多く、出現する動詞の種類が極端に少ない。

(４) ポジティブな記載内容

特徴：

●  記載されている内容は、どれもポジティブな内容（おす

　すめ情報）のみであり、否定的な記述はほとんどされて

　いない。

知見：

●  検索結果は、そのままおすすめ情報として提示すること

　ができる。

(５) 説明文の長さがまちまち

特徴：

●  各施設の説明文の長さにバラツキがある。1行程度の説

　明しかない施設も多く存在する。

知見：

●  1行程度の説明文をユーザに提示してもあまり有用な情

　報とは思えない。できるだけ多くの情報が記載されてい

　る施設を優先的に提示する仕組みが必要である。

(６) キーワードの繰り返しが少ない

特徴：

●  限られた文書長で施設を説明する必要があるため、繰り

　返して使われるキーワードはあまり存在しない。

知見：

●  通常の文章では、重要なキーワードは繰り返して使われ

　る傾向があるが、今回対象にする文章では、その特徴は

　あまり使えない。

(７) 有用なキーワードには修飾語が多い

特徴：

●  説明文の中で特に強調したい部分（キーワード）には、

　その言葉を修飾する記述が多い。

知見：

●  説明文からキーワードを抽出する際に、対象のキーワー

　ドにかかる修飾語の数により重要度を高くする仕組みが

　有効と思われる。

(８) 冒頭に重要な記載が多い

特徴：

●  施設の説明文の冒頭には、その施設の特徴を端的に表す

　重要な記載が多い。

知見：

●  キーワードの出現位置により、キーワードの重要度を計

　算する仕組みが有効と思われる。

2.2  リクエスト分析
　本手法で対象とするリクエスト文章に関しても特徴を分析した。

　現在、サーチエンジンなどではキーワードを指定して検索す

ることが一般的になっている。しかし、ユーザがキーワードで

検索する場合、自分の検索要求を一旦整理し、自分が欲しい情

報にはどのようなキーワードが含まれているかを自分なりにイメー

ジし、そのキーワードを記述していることになる。これではユー

ザが本当に要求している情報を得るための手がかりが欠落する

こともあると考えられる。そのため、今回検討する検索手法では、

ユーザの検索要求をそのまま文章の形で入力してもらうことと

した。

　まず、旅行施設を検索することを想定し、考えられるリクエ

スト文をいくつか洗い出し、それらを意味的な観点から分類した。

その結果を図1に示す。

　図1では、横軸にリクエストに含まれる曖昧さ、縦軸にリクエ

スト中の世間的な評価重視の度合いで分類した。横軸にそって

分類したA,B,C３つのリクエストタイプの特徴を整理すると以下

のようになる。

(１) リクエストタイプA

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され　

　ている。

●  体験したいことが動詞として記述されている。

●  場所を限定する記述がある。

(２) リクエストタイプB

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され

　ている。

●  施設に対する評価（形容詞）がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、リクエストを解

　釈するために知識が必要な場合がある。

(３) リクエストタイプC

●  リクエストタイプA,Bよりも要求が曖昧である。

● 検索対象が「場所」や「時」などと書かれており、具体

　的な検索対象が明確でない。

●  検索条件となる条件は複数の語句から構成されている。          

（「一生に一度は」など）

　これらのリクエストの特徴を踏まえ、リクエストタイプ別

の検索要件は以下のようにまとめられる。

(１) リクエストタイプA

● 「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● ユーザの体験したいことは動詞で記述されている。その

　ため、検索する施設はこの要求を満たす施設である必

　要がある。

●  場所を限定する記述がある場合は、その部分を認識し、

　地域で絞り込む必要がある。

(２) リクエストタイプB

●「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● 施設の第三者的な評価指標が必要であるが、そのような

　情報は施設情報の説明文には記載されていない。したがっ

　て、事前にこのような情報をシステムに持たせておく

　必要がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、事前に知識をシ

　ステムに与えておく必要がある。

(３) リクエストタイプC

● リクエスト文の内容が複雑であるため、リクエストの内

　容を深く解釈する必要がある。

　これらの分析結果より、今回はリクエストタイプのA,Bに関

して実現を検討し、リクエストタイプCに関しては、解決すべ

き問題が複雑なため、今回は対象外とし、次フェーズで検討

することとした。

　さらに、リクエストタイプA,Bに関してはリクエストの記述

形式を以下のように構造化できることが分かった。

図1  リクエストの分類

図２  リクエストタイプA,Bの構造

3. 検索手法
　検索要件の分析結果を踏まえ、開発した検索手法 (以下、本

手法) を示す。

　本手法に関する処理は、旅行コンテンツ収集時に行う「事

前処理」と、検索時に行う「検索処理」に分けられる。

(1) 事前処理

●  コンテンツの収集

　インターネット上の政府観光局サイトなどを巡回し、

　旅行コンテンツの説明文を収集する。

●  インデクシング処理

　収集した旅行コンテンツの説明文からキーワードを抽

　出し、検索に用いるインデックスを作成する。

●  スコアリング処理

　旅行コンテンツから抽出した各キーワードに対して、

　そのキーワードの重要度（対象の旅行コンテンツの説明

　文中、どれだけ重要なキーワードか）を計算する。

(２) 検索処理

●  リクエスト解析処理

　ユーザの入力したリクエスト文章を解析し、検索条件を

　抽出する。

●  検索処理

　抽出した検索条件を基に、対応する旅行コンテンツを検

　索する。

●  リクエストマッチ度の計算

　検索した各旅行コンテンツに対して、どれだけリクエス

　トにマッチしているかのマッチ度を計算する。

3.1  コンテンツの収集
　検索対象とする旅行コンテンツは、各国政府観光局がインター

ネット上で公開している施設情報とした。コンテンツの収集は

各サイトの施設情報の一覧ページを入り口として、リンクの探

索により、順次、情報を収集する。なお、リンクの探索パタン、

施設情報の抽出パタンは、サイトごとに記述形式の特徴を分析

し、正規表現を用いた文字列のマッチングを用いて行う。

3.2  インデクシング処理
　収集した施設情報の説明文を単語に分割し、キーワードを抽

出する。キーワードの抽出には、形態素解析ツールであるSen[３]

を用いた。なお、形態素解析をする場合、複合名詞は複数の名

詞として切り出されるため、連続する名詞を複合名詞として扱

うようにした。

3.3  スコアリング処理
　インデクシング処理で切り出した各キーワードに対して、各

キーワードがどの程度施設の情報を表すのに重要なキーワード

かを示すスコア値を計算する。通常、このスコア値は文書中の

重要なキーワードは繰り返し使用されるとの仮定から、TF-IDF[４]

の手法を用いてキーワードごとに設定するのが一般的である。

しかし、今回対象にする旅行コンテンツの特徴として、重要な

キーワードでも繰り返されないとの分析結果より、独自の方式

を用いることとしている。

　第２章の旅行コンテンツの分析結果より、以下の特徴が挙がっ

ている。

●  有用なキーワードには修飾語が多い。

●  冒頭に重要な記載が多い。

　この特徴から、キーワードのスコア値は以下の２つの指標の

加算値とする。

(1) 出現位置によるスコアリング

　説明文書全体を文単位で分割し、文の数が均等になるよ

うに先頭から３つのグループに分割する。各キーワードの

スコア値は、先頭1/３に出現するものに関しては出現回

数に３ポイントを積算した値、中盤1/３に出現するもの

は出現回数に２ポイントを積算した値、それ以外は出現回

数をそのキーワードのスコア値とする。

(２) 修飾度合いによるスコアリング

　抽出したキーワード（名詞）に対して、このキーワード

を修飾する語はどれかを解析し、対象のキーワードを修飾

するキーワードの数を、修飾度合いによるスコア値とする。

　なお、文章が1文しか存在しない短いコンテンツに関しては、

高いスコア値がつかないような仕組みとする。

　ここで算出したスコア値は、インデクシング処理で抽出した

各キーワードのメタ情報として事前に蓄積する。

3.4  リクエスト解析処理
　検索する前に、ユーザが入力したリクエスト文章を解析し、

検索条件を抽出する。検索条件の抽出には、形態素解析ツール

を用いてキーワード分割すると共に、文章の記述形式や図２で

示したリクエストの記述パタン形式に基づいて抽出する。

　表1にリクエスト解析で抽出する各種条件を示す。

3.5  検索処理
　リクエスト解析で抽出した条件を基に、検索する。

　検索結果となる集合を確定する要素は表１中の条件項目

～ である。

　個々の検索条件に対する検索処理の概要を以下に示す。

名詞条件

　名詞による検索は、「インデクシング処理」で作成した

インデックスを用いる。なお、このとき、別途定義したシソー

ラス辞書を用いて検索対象のキーワードの範囲を広げる。

今回用いたシソーラス辞書は事前に旅行コンテンツを参照し、

手作業で作成したものである。

外部知識条件

　リクエスト中の検索対象として「世界遺産」などのよう

な指定があった場合、どの施設が世界遺産に該当するかの

知識が必要である。今回開発した検索方式では、事前にこ

のような知識が必要な語句と、該当する施設との対応付け

辞書を準備し、リクエスト中にこのような語句が指定され

た場合は、この辞書で定義してある施設を検索結果として

返すようにした。

動詞条件

　リクエスト中に書かれた動詞はユーザが体験したい要望

を表しており、重要な検索条件である。このような動詞の

主語はユーザであり、「見たい」、「食べたい」などの表

現で記載される。しかし、旅行コンテンツの説明文に記載

される動詞は主語が施設であるため、リクエストに記載さ

れた動詞と異なっている。このような動詞を用いたキーワー

ド検索を行っても該当の施設は検索されない。

　今回開発した検索方式では、リクエスト中に記載されるユー

ザの要求を表す動詞と、この体験が可能な施設の施設タイ

プ（博物館、レストラン、など）との対応付け辞書をあら

かじめ作成しておき、検索時はリクエスト中の動詞に該当

する施設タイプを持つ施設を検索結果とすることとする。

これにより、リクエスト中に記載されたユーザの体験要求

を満たすことのできる施設を提示することが可能になる。

地域条件

　旅行施設を検索する場合のリクエスト中には、「ロンドン

で」などのような場所を限定する表現がよく記載される。

しかし、旅行コンテンツの説明文には、その施設の都市名

はあまり記述されていないケースが多い。この場合、都市

名をキーワードとして検索しても該当する施設が検索され

ないことになる。

　本手法では、リクエスト文中に都市名を限定する表現があっ

た場合、この都市名を抜き出し、キーワードとしてではなく、

その施設情報の「都市」属性を用いて検索する。これにより、

リクエスト中に都市名を限定する表現が記載された場合は、

検索結果は指定した都市に存在する施設に限定することが

できる。

3.6  リクエストマッチ度の計算
　検索処理で検索された各旅行コンテンツに対して、リクエ

ストとのマッチ度を求める。

　リクエストマッチ度のベースになるものは、検索条件「

名詞条件」でマッチした名詞キーワードのスコア値の加算値

とする。

　マッチ度の計算では、上記の「 名詞条件」で求めたマッ

チ度に以下の検索条件によるマッチ度を加算することとする。

修飾条件

　リクエスト中に記載される「美しい」などの形容詞は、

検索結果として優先的に提示してほしい施設の属性を表し

ている。したがって、検索結果のランキングでは、リクエ

スト中に記述された形容詞がコンテンツ中に含まれている

物をランキングの上位になるようにする。

　具体的には、「 名詞条件」でのマッチ度計算と同様に、

コンテンツ中にこのような形容詞キーワードが存在した場

合はそのキーワードに設定されているスコア値をマッチ度

として加算する。

外部評価条件

　リクエスト中には「有名な」などのような、外部評価的

にどのような施設かを表す表現がよく記述される。しかし、

旅行コンテンツの説明文には、このような外部評価的な記

述が書かれるケースはあまり無い。したがって、本検索手

法では、このような外部評価的な指標値をあらかじめ施設

ごとに定義しておき、リクエスト中にこのような記述があっ

た場合は、その表現に対する外部評価値をマッチ度に加算

することとする。

3.7  サーチエンジンとの機能比較
　本手法により、インターネット上でサービス提供されてい

るサーチエンジンと機能を比較すると、表２のような違いが

ある。

　今回開発した検索方式を用いて旅行プラン提示システムを開

発した。本システムは旅行プラン提案の窓口業務で用いること

を想定している。お客さまから旅行に対する要望をヒアリング

し、お勧めの施設を順次提示する機能、訪問する施設を効率よ

く巡るための旅行プランの提示、類似のパック旅行情報の提示

などの機能を持ったシステムである。

4.1  施設情報検索機能
　お客さまからのリクエストを元に、施設情報を検索する機能

である。施設検索画面を図３に示す。画面の左上にお客さまの

リクエスト文章を入力し、検索を実行すると、画面中央にお客

さまの要望にあった施設の一覧がマッチ度の高いもの順に表示

される。一覧表示された施設の情報は図４に示すような画面で

見ることができる。図４の画面では、施設に関する説明文と共

に、口コミサイトから収集した口コミ情報、地図情報や近隣施

設の情報なども一度に閲覧することができる。お客さまはこれ

らの情報を見ながら実際に訪問したい施設を選定する。

　施設検索画面（図３）の右下では、検索結果の情報をリクエ

ストとのマッチ度、お客さまの趣味嗜好属性とのマッチ度の2

次元グラフで表示しており、これらの満足度合いを見ながら施

設を選定することも可能である。

4.2  プラン生成機能
　お客さまが選択した施設を効率的にまわれるように、本システ

ムでは、旅行プランを生成し、提示する機能を持っている（図５）。

旅行プランの日程に余裕がある場合は、選択した訪問施設に類

似する施設やお客さまの趣味嗜好にマッチする施設を補充して

旅行プランを作成する。訪問順序は、旅行コンテンツ上に記載

された住所情報から緯度経度を算出し、距離的に近い施設から

まわれるようにしている。

4.3  パック旅行情報検索機能
　プラン生成機能で作成した旅行プランに最も類似するパック

旅行を検索する機能である。本システムでは、いくつかの旅行

代理店がインターネット上に公開しているパック旅行の情報も

収集しており、これらのパック旅行情報と生成した旅行プラン

との比較により、類似のパック旅行を検索することもできる。

4.4  パック旅行情報比較機能
　パック旅行情報検索機能で検索したパック旅行でお好みの

物をいくつか選択して、これらを比較することもできる（図６）。

比較画面では、代金やホテル、訪問観光地など、項目ごとに

比較することができる。

　お客さまはこの比較画面を閲覧し、自分の要望に最も合うパッ

ク旅行を選定し、その旅行代理店で申し込みをすることになる。

図５  プラン生成画面図３  旅行情報検索画面

図４  旅行情報詳細画面

図６  パック旅行比較画面

5. 評価

# 比較対象の各サイト
Google：http://www.google.co.jp/
Yahoo：http://www.yahoo.co.jp/
Amazon：http://www.amazon.co.jp/

# 凡例
○：機能がある場合
△：一部機能がある場合
－：機能がない場合
# 比較時期：2008年6月
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法の詳細と、その検索手法を用いて開発した旅行プラン提示

システムの概要について述べた。

　今回報告した検索手法では、ユーザが旅行で体験したい要

求や絞込みに関する条件などを文章形式のリクエストから抽

出して、要求に合った旅行施設を検索することが可能である。

　本件検索方式を用いて、いくつかのリクエストについて評

価を行ったところ、簡単なリクエストタイプAに関しては、ほ

ぼ満足のいく結果が得られたが、少し複雑なリクエストタイ

プBに関しては、満足できないケースが存在した。今後は本検

索手法で参照している外部知識や評価指標を充実させていく

と共に、ランキング手法も改善を行っていく予定である。

　なお、今回開発した旅行プラン提示システムは、今後試験

運用を行い検索結果の妥当性について検証すると共に、検索

リクエストのリクエストパタンの拡張とその解決方法の検討

も進める予定である。
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5.1 検索方式
　検索結果の詳細な妥当性評価に関しては、今後試験運用を

行い、その中で評価していく予定であるが、まずは、２.２節で

定義したリクエストタイプAおよび、Bに分類されるリクエス

トをいくつか試し、いくつかのリクエストを用いて妥当性評

価を行った。

　その結果、シンプルなリクエストタイプAに関しては、概ね

良好な結果が得られた。ただし、リクエストタイプBに関して

は、満足できる検索結果が得られない場合がいくつかあった。

これは、外部知識や評価指標を充実させていくと共に、ラン

キング手法を改善することにより対応できると考えている。

5.2  システム機能比較
　今回開発した検索方式を適用した旅行提示システムと既存

のサーチエンジンとの機能面での比較 を行った結果を表３に

示す。
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表３ 他の検索サービスとの比較

表２  従来手法との比較
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率よく探す手段として、Google[１]やYahoo[２]などのサーチ
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2. 検索要件の分析

　検索手法を検討するにあたり、旅行施設を対象に検索する場

合の検索機能の基本要件を洗い出した。要件の洗い出しには、

検索対象とする旅行コンテンツの特徴の分析と、検索で用いる

ユーザのリクエスト文章の特徴の分析とを双方から行った。

2.1  旅行コンテンツ分析
　対象とする旅行コンテンツは、各国の観光局がインターネッ

ト上に提供している情報である。これらの特徴を把握するため、

実際の旅行コンテンツの説明文を収集・分析した。これにより

得られた特徴、および知見は以下のとおりである。

(１) 多種多様な表記

特徴：

●  個々の施設の説明文は文章の構造が決まっておらず、異

　なる構造で書かれている。

●  他の施設との差別化を明確にするため、同じ意味でも異

　なる表現がされている場合が多い。

知見：

●  項目ごとに情報を抽出するのは不可能なので、説明文を

　構造的に切り出すのは難しい。

●  説明文全体を対象にしたキーワード検索が妥当であろう。

●  同じ意味でも異なる表現がされているので、シソーラス

　辞書を使う必要がある。

(２) 名詞が多い

特徴：

●  施設の説明文中のキーワード品詞を解析した結果では、

　名詞の出現回数、種類が最も多い。

知見：

●  名詞キーワードはその施設の特徴を最も表現したキーワー

　ドであり、名詞キーワードを用いて検索するのが妥当で

　あろう。

(３) 動詞が少ない

特徴：

●  施設中の説明文のキーワード品詞を解析した結果では、

　動詞の出現回数が少ない。

知見：

●  動詞キーワードは施設の特徴を差別化するには不適切な

　キーワードである。

●  動詞の主語は施設であり、「ある」や「できる」などが

　多く、出現する動詞の種類が極端に少ない。

(４) ポジティブな記載内容

特徴：

●  記載されている内容は、どれもポジティブな内容（おす

　すめ情報）のみであり、否定的な記述はほとんどされて

　いない。

知見：

●  検索結果は、そのままおすすめ情報として提示すること

　ができる。

(５) 説明文の長さがまちまち

特徴：

●  各施設の説明文の長さにバラツキがある。1行程度の説

　明しかない施設も多く存在する。

知見：

●  1行程度の説明文をユーザに提示してもあまり有用な情

　報とは思えない。できるだけ多くの情報が記載されてい

　る施設を優先的に提示する仕組みが必要である。

(６) キーワードの繰り返しが少ない

特徴：

●  限られた文書長で施設を説明する必要があるため、繰り

　返して使われるキーワードはあまり存在しない。

知見：

●  通常の文章では、重要なキーワードは繰り返して使われ

　る傾向があるが、今回対象にする文章では、その特徴は

　あまり使えない。

(７) 有用なキーワードには修飾語が多い

特徴：

●  説明文の中で特に強調したい部分（キーワード）には、

　その言葉を修飾する記述が多い。

知見：

●  説明文からキーワードを抽出する際に、対象のキーワー

　ドにかかる修飾語の数により重要度を高くする仕組みが

　有効と思われる。

(８) 冒頭に重要な記載が多い

特徴：

●  施設の説明文の冒頭には、その施設の特徴を端的に表す

　重要な記載が多い。

知見：

●  キーワードの出現位置により、キーワードの重要度を計

　算する仕組みが有効と思われる。

2.2  リクエスト分析
　本手法で対象とするリクエスト文章に関しても特徴を分析した。

　現在、サーチエンジンなどではキーワードを指定して検索す

ることが一般的になっている。しかし、ユーザがキーワードで

検索する場合、自分の検索要求を一旦整理し、自分が欲しい情

報にはどのようなキーワードが含まれているかを自分なりにイメー

ジし、そのキーワードを記述していることになる。これではユー

ザが本当に要求している情報を得るための手がかりが欠落する

こともあると考えられる。そのため、今回検討する検索手法では、

ユーザの検索要求をそのまま文章の形で入力してもらうことと

した。

　まず、旅行施設を検索することを想定し、考えられるリクエ

スト文をいくつか洗い出し、それらを意味的な観点から分類した。

その結果を図1に示す。

　図1では、横軸にリクエストに含まれる曖昧さ、縦軸にリクエ

スト中の世間的な評価重視の度合いで分類した。横軸にそって

分類したA,B,C３つのリクエストタイプの特徴を整理すると以下

のようになる。

(１) リクエストタイプA

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され　

　ている。

●  体験したいことが動詞として記述されている。

●  場所を限定する記述がある。

(２) リクエストタイプB

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され

　ている。

●  施設に対する評価（形容詞）がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、リクエストを解

　釈するために知識が必要な場合がある。

(３) リクエストタイプC

●  リクエストタイプA,Bよりも要求が曖昧である。

● 検索対象が「場所」や「時」などと書かれており、具体

　的な検索対象が明確でない。

●  検索条件となる条件は複数の語句から構成されている。          

（「一生に一度は」など）

　これらのリクエストの特徴を踏まえ、リクエストタイプ別

の検索要件は以下のようにまとめられる。

(１) リクエストタイプA

● 「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● ユーザの体験したいことは動詞で記述されている。その

　ため、検索する施設はこの要求を満たす施設である必

　要がある。

●  場所を限定する記述がある場合は、その部分を認識し、

　地域で絞り込む必要がある。

(２) リクエストタイプB

●「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● 施設の第三者的な評価指標が必要であるが、そのような

　情報は施設情報の説明文には記載されていない。したがっ

　て、事前にこのような情報をシステムに持たせておく

　必要がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、事前に知識をシ

　ステムに与えておく必要がある。

(３) リクエストタイプC

● リクエスト文の内容が複雑であるため、リクエストの内

　容を深く解釈する必要がある。

　これらの分析結果より、今回はリクエストタイプのA,Bに関

して実現を検討し、リクエストタイプCに関しては、解決すべ

き問題が複雑なため、今回は対象外とし、次フェーズで検討

することとした。

　さらに、リクエストタイプA,Bに関してはリクエストの記述

形式を以下のように構造化できることが分かった。

図1  リクエストの分類

図２  リクエストタイプA,Bの構造

3. 検索手法
　検索要件の分析結果を踏まえ、開発した検索手法 (以下、本

手法) を示す。

　本手法に関する処理は、旅行コンテンツ収集時に行う「事

前処理」と、検索時に行う「検索処理」に分けられる。

(1) 事前処理

●  コンテンツの収集

　インターネット上の政府観光局サイトなどを巡回し、

　旅行コンテンツの説明文を収集する。

●  インデクシング処理

　収集した旅行コンテンツの説明文からキーワードを抽

　出し、検索に用いるインデックスを作成する。

●  スコアリング処理

　旅行コンテンツから抽出した各キーワードに対して、

　そのキーワードの重要度（対象の旅行コンテンツの説明

　文中、どれだけ重要なキーワードか）を計算する。

(２) 検索処理

●  リクエスト解析処理

　ユーザの入力したリクエスト文章を解析し、検索条件を

　抽出する。

●  検索処理

　抽出した検索条件を基に、対応する旅行コンテンツを検

　索する。

●  リクエストマッチ度の計算

　検索した各旅行コンテンツに対して、どれだけリクエス

　トにマッチしているかのマッチ度を計算する。

3.1  コンテンツの収集
　検索対象とする旅行コンテンツは、各国政府観光局がインター

ネット上で公開している施設情報とした。コンテンツの収集は

各サイトの施設情報の一覧ページを入り口として、リンクの探

索により、順次、情報を収集する。なお、リンクの探索パタン、

施設情報の抽出パタンは、サイトごとに記述形式の特徴を分析

し、正規表現を用いた文字列のマッチングを用いて行う。

3.2  インデクシング処理
　収集した施設情報の説明文を単語に分割し、キーワードを抽

出する。キーワードの抽出には、形態素解析ツールであるSen[３]

を用いた。なお、形態素解析をする場合、複合名詞は複数の名

詞として切り出されるため、連続する名詞を複合名詞として扱

うようにした。

3.3  スコアリング処理
　インデクシング処理で切り出した各キーワードに対して、各

キーワードがどの程度施設の情報を表すのに重要なキーワード

かを示すスコア値を計算する。通常、このスコア値は文書中の

重要なキーワードは繰り返し使用されるとの仮定から、TF-IDF[４]

の手法を用いてキーワードごとに設定するのが一般的である。

しかし、今回対象にする旅行コンテンツの特徴として、重要な

キーワードでも繰り返されないとの分析結果より、独自の方式

を用いることとしている。

　第２章の旅行コンテンツの分析結果より、以下の特徴が挙がっ

ている。

●  有用なキーワードには修飾語が多い。

●  冒頭に重要な記載が多い。

　この特徴から、キーワードのスコア値は以下の２つの指標の

加算値とする。

(1) 出現位置によるスコアリング

　説明文書全体を文単位で分割し、文の数が均等になるよ

うに先頭から３つのグループに分割する。各キーワードの

スコア値は、先頭1/３に出現するものに関しては出現回

数に３ポイントを積算した値、中盤1/３に出現するもの

は出現回数に２ポイントを積算した値、それ以外は出現回

数をそのキーワードのスコア値とする。

(２) 修飾度合いによるスコアリング

　抽出したキーワード（名詞）に対して、このキーワード

を修飾する語はどれかを解析し、対象のキーワードを修飾

するキーワードの数を、修飾度合いによるスコア値とする。

　なお、文章が1文しか存在しない短いコンテンツに関しては、

高いスコア値がつかないような仕組みとする。

　ここで算出したスコア値は、インデクシング処理で抽出した

各キーワードのメタ情報として事前に蓄積する。

3.4  リクエスト解析処理
　検索する前に、ユーザが入力したリクエスト文章を解析し、

検索条件を抽出する。検索条件の抽出には、形態素解析ツール

を用いてキーワード分割すると共に、文章の記述形式や図２で

示したリクエストの記述パタン形式に基づいて抽出する。

　表1にリクエスト解析で抽出する各種条件を示す。

3.5  検索処理
　リクエスト解析で抽出した条件を基に、検索する。

　検索結果となる集合を確定する要素は表１中の条件項目

～ である。

　個々の検索条件に対する検索処理の概要を以下に示す。

名詞条件

　名詞による検索は、「インデクシング処理」で作成した

インデックスを用いる。なお、このとき、別途定義したシソー

ラス辞書を用いて検索対象のキーワードの範囲を広げる。

今回用いたシソーラス辞書は事前に旅行コンテンツを参照し、

手作業で作成したものである。

外部知識条件

　リクエスト中の検索対象として「世界遺産」などのよう

な指定があった場合、どの施設が世界遺産に該当するかの

知識が必要である。今回開発した検索方式では、事前にこ

のような知識が必要な語句と、該当する施設との対応付け

辞書を準備し、リクエスト中にこのような語句が指定され

た場合は、この辞書で定義してある施設を検索結果として

返すようにした。

動詞条件

　リクエスト中に書かれた動詞はユーザが体験したい要望

を表しており、重要な検索条件である。このような動詞の

主語はユーザであり、「見たい」、「食べたい」などの表

現で記載される。しかし、旅行コンテンツの説明文に記載

される動詞は主語が施設であるため、リクエストに記載さ

れた動詞と異なっている。このような動詞を用いたキーワー

ド検索を行っても該当の施設は検索されない。

　今回開発した検索方式では、リクエスト中に記載されるユー

ザの要求を表す動詞と、この体験が可能な施設の施設タイ

プ（博物館、レストラン、など）との対応付け辞書をあら

かじめ作成しておき、検索時はリクエスト中の動詞に該当

する施設タイプを持つ施設を検索結果とすることとする。

これにより、リクエスト中に記載されたユーザの体験要求

を満たすことのできる施設を提示することが可能になる。

地域条件

　旅行施設を検索する場合のリクエスト中には、「ロンドン

で」などのような場所を限定する表現がよく記載される。

しかし、旅行コンテンツの説明文には、その施設の都市名

はあまり記述されていないケースが多い。この場合、都市

名をキーワードとして検索しても該当する施設が検索され

ないことになる。

　本手法では、リクエスト文中に都市名を限定する表現があっ

た場合、この都市名を抜き出し、キーワードとしてではなく、

その施設情報の「都市」属性を用いて検索する。これにより、

リクエスト中に都市名を限定する表現が記載された場合は、

検索結果は指定した都市に存在する施設に限定することが

できる。

3.6  リクエストマッチ度の計算
　検索処理で検索された各旅行コンテンツに対して、リクエ

ストとのマッチ度を求める。

　リクエストマッチ度のベースになるものは、検索条件「

名詞条件」でマッチした名詞キーワードのスコア値の加算値

とする。

　マッチ度の計算では、上記の「 名詞条件」で求めたマッ

チ度に以下の検索条件によるマッチ度を加算することとする。

修飾条件

　リクエスト中に記載される「美しい」などの形容詞は、

検索結果として優先的に提示してほしい施設の属性を表し

ている。したがって、検索結果のランキングでは、リクエ

スト中に記述された形容詞がコンテンツ中に含まれている

物をランキングの上位になるようにする。

　具体的には、「 名詞条件」でのマッチ度計算と同様に、

コンテンツ中にこのような形容詞キーワードが存在した場

合はそのキーワードに設定されているスコア値をマッチ度

として加算する。

外部評価条件

　リクエスト中には「有名な」などのような、外部評価的

にどのような施設かを表す表現がよく記述される。しかし、

旅行コンテンツの説明文には、このような外部評価的な記

述が書かれるケースはあまり無い。したがって、本検索手

法では、このような外部評価的な指標値をあらかじめ施設

ごとに定義しておき、リクエスト中にこのような記述があっ

た場合は、その表現に対する外部評価値をマッチ度に加算

することとする。

3.7  サーチエンジンとの機能比較
　本手法により、インターネット上でサービス提供されてい

るサーチエンジンと機能を比較すると、表２のような違いが

ある。

　今回開発した検索方式を用いて旅行プラン提示システムを開

発した。本システムは旅行プラン提案の窓口業務で用いること

を想定している。お客さまから旅行に対する要望をヒアリング

し、お勧めの施設を順次提示する機能、訪問する施設を効率よ

く巡るための旅行プランの提示、類似のパック旅行情報の提示

などの機能を持ったシステムである。

4.1  施設情報検索機能
　お客さまからのリクエストを元に、施設情報を検索する機能

である。施設検索画面を図３に示す。画面の左上にお客さまの

リクエスト文章を入力し、検索を実行すると、画面中央にお客

さまの要望にあった施設の一覧がマッチ度の高いもの順に表示

される。一覧表示された施設の情報は図４に示すような画面で

見ることができる。図４の画面では、施設に関する説明文と共

に、口コミサイトから収集した口コミ情報、地図情報や近隣施

設の情報なども一度に閲覧することができる。お客さまはこれ

らの情報を見ながら実際に訪問したい施設を選定する。

　施設検索画面（図３）の右下では、検索結果の情報をリクエ

ストとのマッチ度、お客さまの趣味嗜好属性とのマッチ度の2

次元グラフで表示しており、これらの満足度合いを見ながら施

設を選定することも可能である。

4.2  プラン生成機能
　お客さまが選択した施設を効率的にまわれるように、本システ

ムでは、旅行プランを生成し、提示する機能を持っている（図５）。

旅行プランの日程に余裕がある場合は、選択した訪問施設に類

似する施設やお客さまの趣味嗜好にマッチする施設を補充して

旅行プランを作成する。訪問順序は、旅行コンテンツ上に記載

された住所情報から緯度経度を算出し、距離的に近い施設から

まわれるようにしている。

4.3  パック旅行情報検索機能
　プラン生成機能で作成した旅行プランに最も類似するパック

旅行を検索する機能である。本システムでは、いくつかの旅行

代理店がインターネット上に公開しているパック旅行の情報も

収集しており、これらのパック旅行情報と生成した旅行プラン

との比較により、類似のパック旅行を検索することもできる。

4.4  パック旅行情報比較機能
　パック旅行情報検索機能で検索したパック旅行でお好みの

物をいくつか選択して、これらを比較することもできる（図６）。

比較画面では、代金やホテル、訪問観光地など、項目ごとに

比較することができる。

　お客さまはこの比較画面を閲覧し、自分の要望に最も合うパッ

ク旅行を選定し、その旅行代理店で申し込みをすることになる。

図５  プラン生成画面図３  旅行情報検索画面

図４  旅行情報詳細画面

図６  パック旅行比較画面
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　インターネット環境の普及と共に、インターネット上には様々

な情報が提供され、必要なときに必要な情報が手軽に取得で

きるようになった。このようなインターネット上の情報を効

率よく探す手段として、Google[１]やYahoo[２]などのサーチ

エンジンがよく使われている。しかし、実際に自分の欲しい

情報を探そうとするとなかなか見つけることができなかったり、

検索結果に漏れがあったりする場合が多い。

　我々は、このようにネットワーク上に散在する情報を対象に、

ユーザが要求する情報を効率よく検索する手法を研究・開発し

ている。今回、検索対象を旅行施設情報に限定し、ユーザの検

索要求をできるだけ適切に認識し、ユーザの要求する情報を提

示するための検索方式を開発した。

　本稿では、検索方式開発までのアプローチと検索方法の詳細

について述べる。また、この検索方式を使って開発した旅行業

界向け旅行プラン提示システムの概要について紹介する。
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2. 検索要件の分析

　検索手法を検討するにあたり、旅行施設を対象に検索する場

合の検索機能の基本要件を洗い出した。要件の洗い出しには、

検索対象とする旅行コンテンツの特徴の分析と、検索で用いる

ユーザのリクエスト文章の特徴の分析とを双方から行った。

2.1  旅行コンテンツ分析
　対象とする旅行コンテンツは、各国の観光局がインターネッ

ト上に提供している情報である。これらの特徴を把握するため、

実際の旅行コンテンツの説明文を収集・分析した。これにより

得られた特徴、および知見は以下のとおりである。

(１) 多種多様な表記

特徴：

●  個々の施設の説明文は文章の構造が決まっておらず、異

　なる構造で書かれている。

●  他の施設との差別化を明確にするため、同じ意味でも異

　なる表現がされている場合が多い。

知見：

●  項目ごとに情報を抽出するのは不可能なので、説明文を

　構造的に切り出すのは難しい。

●  説明文全体を対象にしたキーワード検索が妥当であろう。

●  同じ意味でも異なる表現がされているので、シソーラス

　辞書を使う必要がある。

(２) 名詞が多い

特徴：

●  施設の説明文中のキーワード品詞を解析した結果では、

　名詞の出現回数、種類が最も多い。

知見：

●  名詞キーワードはその施設の特徴を最も表現したキーワー

　ドであり、名詞キーワードを用いて検索するのが妥当で

　あろう。

(３) 動詞が少ない

特徴：

●  施設中の説明文のキーワード品詞を解析した結果では、

　動詞の出現回数が少ない。

知見：

●  動詞キーワードは施設の特徴を差別化するには不適切な

　キーワードである。

●  動詞の主語は施設であり、「ある」や「できる」などが

　多く、出現する動詞の種類が極端に少ない。

(４) ポジティブな記載内容

特徴：

●  記載されている内容は、どれもポジティブな内容（おす

　すめ情報）のみであり、否定的な記述はほとんどされて

　いない。

知見：

●  検索結果は、そのままおすすめ情報として提示すること

　ができる。

(５) 説明文の長さがまちまち

特徴：

●  各施設の説明文の長さにバラツキがある。1行程度の説

　明しかない施設も多く存在する。

知見：

●  1行程度の説明文をユーザに提示してもあまり有用な情

　報とは思えない。できるだけ多くの情報が記載されてい

　る施設を優先的に提示する仕組みが必要である。

(６) キーワードの繰り返しが少ない

特徴：

●  限られた文書長で施設を説明する必要があるため、繰り

　返して使われるキーワードはあまり存在しない。

知見：

●  通常の文章では、重要なキーワードは繰り返して使われ

　る傾向があるが、今回対象にする文章では、その特徴は

　あまり使えない。

(７) 有用なキーワードには修飾語が多い

特徴：

●  説明文の中で特に強調したい部分（キーワード）には、

　その言葉を修飾する記述が多い。

知見：

●  説明文からキーワードを抽出する際に、対象のキーワー

　ドにかかる修飾語の数により重要度を高くする仕組みが

　有効と思われる。

(８) 冒頭に重要な記載が多い

特徴：

●  施設の説明文の冒頭には、その施設の特徴を端的に表す

　重要な記載が多い。

知見：

●  キーワードの出現位置により、キーワードの重要度を計

　算する仕組みが有効と思われる。

2.2  リクエスト分析
　本手法で対象とするリクエスト文章に関しても特徴を分析した。

　現在、サーチエンジンなどではキーワードを指定して検索す

ることが一般的になっている。しかし、ユーザがキーワードで

検索する場合、自分の検索要求を一旦整理し、自分が欲しい情

報にはどのようなキーワードが含まれているかを自分なりにイメー

ジし、そのキーワードを記述していることになる。これではユー

ザが本当に要求している情報を得るための手がかりが欠落する

こともあると考えられる。そのため、今回検討する検索手法では、

ユーザの検索要求をそのまま文章の形で入力してもらうことと

した。

　まず、旅行施設を検索することを想定し、考えられるリクエ

スト文をいくつか洗い出し、それらを意味的な観点から分類した。

その結果を図1に示す。

　図1では、横軸にリクエストに含まれる曖昧さ、縦軸にリクエ

スト中の世間的な評価重視の度合いで分類した。横軸にそって

分類したA,B,C３つのリクエストタイプの特徴を整理すると以下

のようになる。

(１) リクエストタイプA

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され　

　ている。

●  体験したいことが動詞として記述されている。

●  場所を限定する記述がある。

(２) リクエストタイプB

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され

　ている。

●  施設に対する評価（形容詞）がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、リクエストを解

　釈するために知識が必要な場合がある。

(３) リクエストタイプC

●  リクエストタイプA,Bよりも要求が曖昧である。

● 検索対象が「場所」や「時」などと書かれており、具体

　的な検索対象が明確でない。

●  検索条件となる条件は複数の語句から構成されている。          

（「一生に一度は」など）

　これらのリクエストの特徴を踏まえ、リクエストタイプ別

の検索要件は以下のようにまとめられる。

(１) リクエストタイプA

● 「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● ユーザの体験したいことは動詞で記述されている。その

　ため、検索する施設はこの要求を満たす施設である必

　要がある。

●  場所を限定する記述がある場合は、その部分を認識し、

　地域で絞り込む必要がある。

(２) リクエストタイプB

●「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● 施設の第三者的な評価指標が必要であるが、そのような

　情報は施設情報の説明文には記載されていない。したがっ

　て、事前にこのような情報をシステムに持たせておく

　必要がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、事前に知識をシ

　ステムに与えておく必要がある。

(３) リクエストタイプC

● リクエスト文の内容が複雑であるため、リクエストの内

　容を深く解釈する必要がある。

　これらの分析結果より、今回はリクエストタイプのA,Bに関

して実現を検討し、リクエストタイプCに関しては、解決すべ

き問題が複雑なため、今回は対象外とし、次フェーズで検討

することとした。

　さらに、リクエストタイプA,Bに関してはリクエストの記述

形式を以下のように構造化できることが分かった。

図1  リクエストの分類

図２  リクエストタイプA,Bの構造

3. 検索手法
　検索要件の分析結果を踏まえ、開発した検索手法 (以下、本

手法) を示す。

　本手法に関する処理は、旅行コンテンツ収集時に行う「事

前処理」と、検索時に行う「検索処理」に分けられる。

(1) 事前処理

●  コンテンツの収集

　インターネット上の政府観光局サイトなどを巡回し、

　旅行コンテンツの説明文を収集する。

●  インデクシング処理

　収集した旅行コンテンツの説明文からキーワードを抽

　出し、検索に用いるインデックスを作成する。

●  スコアリング処理

　旅行コンテンツから抽出した各キーワードに対して、

　そのキーワードの重要度（対象の旅行コンテンツの説明

　文中、どれだけ重要なキーワードか）を計算する。

(２) 検索処理

●  リクエスト解析処理

　ユーザの入力したリクエスト文章を解析し、検索条件を

　抽出する。

●  検索処理

　抽出した検索条件を基に、対応する旅行コンテンツを検

　索する。

●  リクエストマッチ度の計算

　検索した各旅行コンテンツに対して、どれだけリクエス

　トにマッチしているかのマッチ度を計算する。

3.1  コンテンツの収集
　検索対象とする旅行コンテンツは、各国政府観光局がインター

ネット上で公開している施設情報とした。コンテンツの収集は

各サイトの施設情報の一覧ページを入り口として、リンクの探

索により、順次、情報を収集する。なお、リンクの探索パタン、

施設情報の抽出パタンは、サイトごとに記述形式の特徴を分析

し、正規表現を用いた文字列のマッチングを用いて行う。

3.2  インデクシング処理
　収集した施設情報の説明文を単語に分割し、キーワードを抽

出する。キーワードの抽出には、形態素解析ツールであるSen[３]

を用いた。なお、形態素解析をする場合、複合名詞は複数の名

詞として切り出されるため、連続する名詞を複合名詞として扱

うようにした。

3.3  スコアリング処理
　インデクシング処理で切り出した各キーワードに対して、各

キーワードがどの程度施設の情報を表すのに重要なキーワード

かを示すスコア値を計算する。通常、このスコア値は文書中の

重要なキーワードは繰り返し使用されるとの仮定から、TF-IDF[４]

の手法を用いてキーワードごとに設定するのが一般的である。

しかし、今回対象にする旅行コンテンツの特徴として、重要な

キーワードでも繰り返されないとの分析結果より、独自の方式

を用いることとしている。

　第２章の旅行コンテンツの分析結果より、以下の特徴が挙がっ

ている。

●  有用なキーワードには修飾語が多い。

●  冒頭に重要な記載が多い。

　この特徴から、キーワードのスコア値は以下の２つの指標の

加算値とする。

(1) 出現位置によるスコアリング

　説明文書全体を文単位で分割し、文の数が均等になるよ

うに先頭から３つのグループに分割する。各キーワードの

スコア値は、先頭1/３に出現するものに関しては出現回

数に３ポイントを積算した値、中盤1/３に出現するもの

は出現回数に２ポイントを積算した値、それ以外は出現回

数をそのキーワードのスコア値とする。

(２) 修飾度合いによるスコアリング

　抽出したキーワード（名詞）に対して、このキーワード

を修飾する語はどれかを解析し、対象のキーワードを修飾

するキーワードの数を、修飾度合いによるスコア値とする。

　なお、文章が1文しか存在しない短いコンテンツに関しては、

高いスコア値がつかないような仕組みとする。

　ここで算出したスコア値は、インデクシング処理で抽出した

各キーワードのメタ情報として事前に蓄積する。

3.4  リクエスト解析処理
　検索する前に、ユーザが入力したリクエスト文章を解析し、

検索条件を抽出する。検索条件の抽出には、形態素解析ツール

を用いてキーワード分割すると共に、文章の記述形式や図２で

示したリクエストの記述パタン形式に基づいて抽出する。

　表1にリクエスト解析で抽出する各種条件を示す。

3.5  検索処理
　リクエスト解析で抽出した条件を基に、検索する。

　検索結果となる集合を確定する要素は表１中の条件項目

～ である。

　個々の検索条件に対する検索処理の概要を以下に示す。

名詞条件

　名詞による検索は、「インデクシング処理」で作成した

インデックスを用いる。なお、このとき、別途定義したシソー

ラス辞書を用いて検索対象のキーワードの範囲を広げる。

今回用いたシソーラス辞書は事前に旅行コンテンツを参照し、

手作業で作成したものである。

外部知識条件

　リクエスト中の検索対象として「世界遺産」などのよう

な指定があった場合、どの施設が世界遺産に該当するかの

知識が必要である。今回開発した検索方式では、事前にこ

のような知識が必要な語句と、該当する施設との対応付け

辞書を準備し、リクエスト中にこのような語句が指定され

た場合は、この辞書で定義してある施設を検索結果として

返すようにした。

動詞条件

　リクエスト中に書かれた動詞はユーザが体験したい要望

を表しており、重要な検索条件である。このような動詞の

主語はユーザであり、「見たい」、「食べたい」などの表

現で記載される。しかし、旅行コンテンツの説明文に記載

される動詞は主語が施設であるため、リクエストに記載さ

れた動詞と異なっている。このような動詞を用いたキーワー

ド検索を行っても該当の施設は検索されない。

　今回開発した検索方式では、リクエスト中に記載されるユー

ザの要求を表す動詞と、この体験が可能な施設の施設タイ

プ（博物館、レストラン、など）との対応付け辞書をあら

かじめ作成しておき、検索時はリクエスト中の動詞に該当

する施設タイプを持つ施設を検索結果とすることとする。

これにより、リクエスト中に記載されたユーザの体験要求

を満たすことのできる施設を提示することが可能になる。

地域条件

　旅行施設を検索する場合のリクエスト中には、「ロンドン

で」などのような場所を限定する表現がよく記載される。

しかし、旅行コンテンツの説明文には、その施設の都市名

はあまり記述されていないケースが多い。この場合、都市

名をキーワードとして検索しても該当する施設が検索され

ないことになる。

　本手法では、リクエスト文中に都市名を限定する表現があっ

た場合、この都市名を抜き出し、キーワードとしてではなく、

その施設情報の「都市」属性を用いて検索する。これにより、

リクエスト中に都市名を限定する表現が記載された場合は、

検索結果は指定した都市に存在する施設に限定することが

できる。

3.6  リクエストマッチ度の計算
　検索処理で検索された各旅行コンテンツに対して、リクエ

ストとのマッチ度を求める。

　リクエストマッチ度のベースになるものは、検索条件「

名詞条件」でマッチした名詞キーワードのスコア値の加算値

とする。

　マッチ度の計算では、上記の「 名詞条件」で求めたマッ

チ度に以下の検索条件によるマッチ度を加算することとする。

修飾条件

　リクエスト中に記載される「美しい」などの形容詞は、

検索結果として優先的に提示してほしい施設の属性を表し

ている。したがって、検索結果のランキングでは、リクエ

スト中に記述された形容詞がコンテンツ中に含まれている

物をランキングの上位になるようにする。

　具体的には、「 名詞条件」でのマッチ度計算と同様に、

コンテンツ中にこのような形容詞キーワードが存在した場

合はそのキーワードに設定されているスコア値をマッチ度

として加算する。

外部評価条件

　リクエスト中には「有名な」などのような、外部評価的

にどのような施設かを表す表現がよく記述される。しかし、

旅行コンテンツの説明文には、このような外部評価的な記

述が書かれるケースはあまり無い。したがって、本検索手

法では、このような外部評価的な指標値をあらかじめ施設

ごとに定義しておき、リクエスト中にこのような記述があっ

た場合は、その表現に対する外部評価値をマッチ度に加算

することとする。

3.7  サーチエンジンとの機能比較
　本手法により、インターネット上でサービス提供されてい

るサーチエンジンと機能を比較すると、表２のような違いが

ある。

　今回開発した検索方式を用いて旅行プラン提示システムを開

発した。本システムは旅行プラン提案の窓口業務で用いること

を想定している。お客さまから旅行に対する要望をヒアリング

し、お勧めの施設を順次提示する機能、訪問する施設を効率よ

く巡るための旅行プランの提示、類似のパック旅行情報の提示

などの機能を持ったシステムである。

4.1  施設情報検索機能
　お客さまからのリクエストを元に、施設情報を検索する機能

である。施設検索画面を図３に示す。画面の左上にお客さまの

リクエスト文章を入力し、検索を実行すると、画面中央にお客

さまの要望にあった施設の一覧がマッチ度の高いもの順に表示

される。一覧表示された施設の情報は図４に示すような画面で

見ることができる。図４の画面では、施設に関する説明文と共

に、口コミサイトから収集した口コミ情報、地図情報や近隣施

設の情報なども一度に閲覧することができる。お客さまはこれ

らの情報を見ながら実際に訪問したい施設を選定する。

　施設検索画面（図３）の右下では、検索結果の情報をリクエ

ストとのマッチ度、お客さまの趣味嗜好属性とのマッチ度の2

次元グラフで表示しており、これらの満足度合いを見ながら施

設を選定することも可能である。

4.2  プラン生成機能
　お客さまが選択した施設を効率的にまわれるように、本システ

ムでは、旅行プランを生成し、提示する機能を持っている（図５）。

旅行プランの日程に余裕がある場合は、選択した訪問施設に類

似する施設やお客さまの趣味嗜好にマッチする施設を補充して

旅行プランを作成する。訪問順序は、旅行コンテンツ上に記載

された住所情報から緯度経度を算出し、距離的に近い施設から

まわれるようにしている。

4.3  パック旅行情報検索機能
　プラン生成機能で作成した旅行プランに最も類似するパック

旅行を検索する機能である。本システムでは、いくつかの旅行

代理店がインターネット上に公開しているパック旅行の情報も

収集しており、これらのパック旅行情報と生成した旅行プラン

との比較により、類似のパック旅行を検索することもできる。

4.4  パック旅行情報比較機能
　パック旅行情報検索機能で検索したパック旅行でお好みの

物をいくつか選択して、これらを比較することもできる（図６）。

比較画面では、代金やホテル、訪問観光地など、項目ごとに

比較することができる。

　お客さまはこの比較画面を閲覧し、自分の要望に最も合うパッ

ク旅行を選定し、その旅行代理店で申し込みをすることになる。

図５  プラン生成画面図３  旅行情報検索画面

図４  旅行情報詳細画面

図６  パック旅行比較画面
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2. 検索要件の分析

　検索手法を検討するにあたり、旅行施設を対象に検索する場

合の検索機能の基本要件を洗い出した。要件の洗い出しには、

検索対象とする旅行コンテンツの特徴の分析と、検索で用いる

ユーザのリクエスト文章の特徴の分析とを双方から行った。

2.1  旅行コンテンツ分析
　対象とする旅行コンテンツは、各国の観光局がインターネッ

ト上に提供している情報である。これらの特徴を把握するため、

実際の旅行コンテンツの説明文を収集・分析した。これにより

得られた特徴、および知見は以下のとおりである。

(１) 多種多様な表記

特徴：

●  個々の施設の説明文は文章の構造が決まっておらず、異

　なる構造で書かれている。

●  他の施設との差別化を明確にするため、同じ意味でも異

　なる表現がされている場合が多い。

知見：

●  項目ごとに情報を抽出するのは不可能なので、説明文を

　構造的に切り出すのは難しい。

●  説明文全体を対象にしたキーワード検索が妥当であろう。

●  同じ意味でも異なる表現がされているので、シソーラス

　辞書を使う必要がある。

(２) 名詞が多い

特徴：

●  施設の説明文中のキーワード品詞を解析した結果では、

　名詞の出現回数、種類が最も多い。

知見：

●  名詞キーワードはその施設の特徴を最も表現したキーワー

　ドであり、名詞キーワードを用いて検索するのが妥当で

　あろう。

(３) 動詞が少ない

特徴：

●  施設中の説明文のキーワード品詞を解析した結果では、

　動詞の出現回数が少ない。

知見：

●  動詞キーワードは施設の特徴を差別化するには不適切な

　キーワードである。

●  動詞の主語は施設であり、「ある」や「できる」などが

　多く、出現する動詞の種類が極端に少ない。

(４) ポジティブな記載内容

特徴：

●  記載されている内容は、どれもポジティブな内容（おす

　すめ情報）のみであり、否定的な記述はほとんどされて

　いない。

知見：

●  検索結果は、そのままおすすめ情報として提示すること

　ができる。

(５) 説明文の長さがまちまち

特徴：

●  各施設の説明文の長さにバラツキがある。1行程度の説

　明しかない施設も多く存在する。

知見：

●  1行程度の説明文をユーザに提示してもあまり有用な情

　報とは思えない。できるだけ多くの情報が記載されてい

　る施設を優先的に提示する仕組みが必要である。

(６) キーワードの繰り返しが少ない

特徴：

●  限られた文書長で施設を説明する必要があるため、繰り

　返して使われるキーワードはあまり存在しない。

知見：

●  通常の文章では、重要なキーワードは繰り返して使われ

　る傾向があるが、今回対象にする文章では、その特徴は

　あまり使えない。

(７) 有用なキーワードには修飾語が多い

特徴：

●  説明文の中で特に強調したい部分（キーワード）には、

　その言葉を修飾する記述が多い。

知見：

●  説明文からキーワードを抽出する際に、対象のキーワー

　ドにかかる修飾語の数により重要度を高くする仕組みが

　有効と思われる。

(８) 冒頭に重要な記載が多い

特徴：

●  施設の説明文の冒頭には、その施設の特徴を端的に表す

　重要な記載が多い。

知見：

●  キーワードの出現位置により、キーワードの重要度を計

　算する仕組みが有効と思われる。

2.2  リクエスト分析
　本手法で対象とするリクエスト文章に関しても特徴を分析した。

　現在、サーチエンジンなどではキーワードを指定して検索す

ることが一般的になっている。しかし、ユーザがキーワードで

検索する場合、自分の検索要求を一旦整理し、自分が欲しい情

報にはどのようなキーワードが含まれているかを自分なりにイメー

ジし、そのキーワードを記述していることになる。これではユー

ザが本当に要求している情報を得るための手がかりが欠落する

こともあると考えられる。そのため、今回検討する検索手法では、

ユーザの検索要求をそのまま文章の形で入力してもらうことと

した。

　まず、旅行施設を検索することを想定し、考えられるリクエ

スト文をいくつか洗い出し、それらを意味的な観点から分類した。

その結果を図1に示す。

　図1では、横軸にリクエストに含まれる曖昧さ、縦軸にリクエ

スト中の世間的な評価重視の度合いで分類した。横軸にそって

分類したA,B,C３つのリクエストタイプの特徴を整理すると以下

のようになる。

(１) リクエストタイプA

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され　

　ている。

●  体験したいことが動詞として記述されている。

●  場所を限定する記述がある。

(２) リクエストタイプB

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され

　ている。

●  施設に対する評価（形容詞）がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、リクエストを解

　釈するために知識が必要な場合がある。

(３) リクエストタイプC

●  リクエストタイプA,Bよりも要求が曖昧である。

● 検索対象が「場所」や「時」などと書かれており、具体

　的な検索対象が明確でない。

●  検索条件となる条件は複数の語句から構成されている。          

（「一生に一度は」など）

　これらのリクエストの特徴を踏まえ、リクエストタイプ別

の検索要件は以下のようにまとめられる。

(１) リクエストタイプA

● 「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● ユーザの体験したいことは動詞で記述されている。その

　ため、検索する施設はこの要求を満たす施設である必

　要がある。

●  場所を限定する記述がある場合は、その部分を認識し、

　地域で絞り込む必要がある。

(２) リクエストタイプB

●「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● 施設の第三者的な評価指標が必要であるが、そのような

　情報は施設情報の説明文には記載されていない。したがっ

　て、事前にこのような情報をシステムに持たせておく

　必要がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、事前に知識をシ

　ステムに与えておく必要がある。

(３) リクエストタイプC

● リクエスト文の内容が複雑であるため、リクエストの内

　容を深く解釈する必要がある。

　これらの分析結果より、今回はリクエストタイプのA,Bに関

して実現を検討し、リクエストタイプCに関しては、解決すべ

き問題が複雑なため、今回は対象外とし、次フェーズで検討

することとした。

　さらに、リクエストタイプA,Bに関してはリクエストの記述

形式を以下のように構造化できることが分かった。

図1  リクエストの分類

図２  リクエストタイプA,Bの構造

3. 検索手法
　検索要件の分析結果を踏まえ、開発した検索手法 (以下、本

手法) を示す。

　本手法に関する処理は、旅行コンテンツ収集時に行う「事

前処理」と、検索時に行う「検索処理」に分けられる。

(1) 事前処理

●  コンテンツの収集

　インターネット上の政府観光局サイトなどを巡回し、

　旅行コンテンツの説明文を収集する。

●  インデクシング処理

　収集した旅行コンテンツの説明文からキーワードを抽

　出し、検索に用いるインデックスを作成する。

●  スコアリング処理

　旅行コンテンツから抽出した各キーワードに対して、

　そのキーワードの重要度（対象の旅行コンテンツの説明

　文中、どれだけ重要なキーワードか）を計算する。

(２) 検索処理

●  リクエスト解析処理

　ユーザの入力したリクエスト文章を解析し、検索条件を

　抽出する。

●  検索処理

　抽出した検索条件を基に、対応する旅行コンテンツを検

　索する。

●  リクエストマッチ度の計算

　検索した各旅行コンテンツに対して、どれだけリクエス

　トにマッチしているかのマッチ度を計算する。

3.1  コンテンツの収集
　検索対象とする旅行コンテンツは、各国政府観光局がインター

ネット上で公開している施設情報とした。コンテンツの収集は

各サイトの施設情報の一覧ページを入り口として、リンクの探

索により、順次、情報を収集する。なお、リンクの探索パタン、

施設情報の抽出パタンは、サイトごとに記述形式の特徴を分析

し、正規表現を用いた文字列のマッチングを用いて行う。

3.2  インデクシング処理
　収集した施設情報の説明文を単語に分割し、キーワードを抽

出する。キーワードの抽出には、形態素解析ツールであるSen[３]

を用いた。なお、形態素解析をする場合、複合名詞は複数の名

詞として切り出されるため、連続する名詞を複合名詞として扱

うようにした。

3.3  スコアリング処理
　インデクシング処理で切り出した各キーワードに対して、各

キーワードがどの程度施設の情報を表すのに重要なキーワード

かを示すスコア値を計算する。通常、このスコア値は文書中の

重要なキーワードは繰り返し使用されるとの仮定から、TF-IDF[４]

の手法を用いてキーワードごとに設定するのが一般的である。

しかし、今回対象にする旅行コンテンツの特徴として、重要な

キーワードでも繰り返されないとの分析結果より、独自の方式

を用いることとしている。

　第２章の旅行コンテンツの分析結果より、以下の特徴が挙がっ

ている。

●  有用なキーワードには修飾語が多い。

●  冒頭に重要な記載が多い。

　この特徴から、キーワードのスコア値は以下の２つの指標の

加算値とする。

(1) 出現位置によるスコアリング

　説明文書全体を文単位で分割し、文の数が均等になるよ

うに先頭から３つのグループに分割する。各キーワードの

スコア値は、先頭1/３に出現するものに関しては出現回

数に３ポイントを積算した値、中盤1/３に出現するもの

は出現回数に２ポイントを積算した値、それ以外は出現回

数をそのキーワードのスコア値とする。

(２) 修飾度合いによるスコアリング

　抽出したキーワード（名詞）に対して、このキーワード

を修飾する語はどれかを解析し、対象のキーワードを修飾

するキーワードの数を、修飾度合いによるスコア値とする。

　なお、文章が1文しか存在しない短いコンテンツに関しては、

高いスコア値がつかないような仕組みとする。

　ここで算出したスコア値は、インデクシング処理で抽出した

各キーワードのメタ情報として事前に蓄積する。

3.4  リクエスト解析処理
　検索する前に、ユーザが入力したリクエスト文章を解析し、

検索条件を抽出する。検索条件の抽出には、形態素解析ツール

を用いてキーワード分割すると共に、文章の記述形式や図２で

示したリクエストの記述パタン形式に基づいて抽出する。

　表1にリクエスト解析で抽出する各種条件を示す。

3.5  検索処理
　リクエスト解析で抽出した条件を基に、検索する。

　検索結果となる集合を確定する要素は表１中の条件項目

～ である。

　個々の検索条件に対する検索処理の概要を以下に示す。

名詞条件

　名詞による検索は、「インデクシング処理」で作成した

インデックスを用いる。なお、このとき、別途定義したシソー

ラス辞書を用いて検索対象のキーワードの範囲を広げる。

今回用いたシソーラス辞書は事前に旅行コンテンツを参照し、

手作業で作成したものである。

外部知識条件

　リクエスト中の検索対象として「世界遺産」などのよう

な指定があった場合、どの施設が世界遺産に該当するかの

知識が必要である。今回開発した検索方式では、事前にこ

のような知識が必要な語句と、該当する施設との対応付け

辞書を準備し、リクエスト中にこのような語句が指定され

た場合は、この辞書で定義してある施設を検索結果として

返すようにした。

動詞条件

　リクエスト中に書かれた動詞はユーザが体験したい要望

を表しており、重要な検索条件である。このような動詞の

主語はユーザであり、「見たい」、「食べたい」などの表

現で記載される。しかし、旅行コンテンツの説明文に記載

される動詞は主語が施設であるため、リクエストに記載さ

れた動詞と異なっている。このような動詞を用いたキーワー

ド検索を行っても該当の施設は検索されない。

　今回開発した検索方式では、リクエスト中に記載されるユー

ザの要求を表す動詞と、この体験が可能な施設の施設タイ

プ（博物館、レストラン、など）との対応付け辞書をあら

かじめ作成しておき、検索時はリクエスト中の動詞に該当

する施設タイプを持つ施設を検索結果とすることとする。

これにより、リクエスト中に記載されたユーザの体験要求

を満たすことのできる施設を提示することが可能になる。

地域条件

　旅行施設を検索する場合のリクエスト中には、「ロンドン

で」などのような場所を限定する表現がよく記載される。

しかし、旅行コンテンツの説明文には、その施設の都市名

はあまり記述されていないケースが多い。この場合、都市

名をキーワードとして検索しても該当する施設が検索され

ないことになる。

　本手法では、リクエスト文中に都市名を限定する表現があっ

た場合、この都市名を抜き出し、キーワードとしてではなく、

その施設情報の「都市」属性を用いて検索する。これにより、

リクエスト中に都市名を限定する表現が記載された場合は、

検索結果は指定した都市に存在する施設に限定することが

できる。

3.6  リクエストマッチ度の計算
　検索処理で検索された各旅行コンテンツに対して、リクエ

ストとのマッチ度を求める。

　リクエストマッチ度のベースになるものは、検索条件「

名詞条件」でマッチした名詞キーワードのスコア値の加算値

とする。

　マッチ度の計算では、上記の「 名詞条件」で求めたマッ

チ度に以下の検索条件によるマッチ度を加算することとする。

修飾条件

　リクエスト中に記載される「美しい」などの形容詞は、

検索結果として優先的に提示してほしい施設の属性を表し

ている。したがって、検索結果のランキングでは、リクエ

スト中に記述された形容詞がコンテンツ中に含まれている

物をランキングの上位になるようにする。

　具体的には、「 名詞条件」でのマッチ度計算と同様に、

コンテンツ中にこのような形容詞キーワードが存在した場

合はそのキーワードに設定されているスコア値をマッチ度

として加算する。

外部評価条件

　リクエスト中には「有名な」などのような、外部評価的

にどのような施設かを表す表現がよく記述される。しかし、

旅行コンテンツの説明文には、このような外部評価的な記

述が書かれるケースはあまり無い。したがって、本検索手

法では、このような外部評価的な指標値をあらかじめ施設

ごとに定義しておき、リクエスト中にこのような記述があっ

た場合は、その表現に対する外部評価値をマッチ度に加算

することとする。

3.7  サーチエンジンとの機能比較
　本手法により、インターネット上でサービス提供されてい

るサーチエンジンと機能を比較すると、表２のような違いが

ある。

　今回開発した検索方式を用いて旅行プラン提示システムを開

発した。本システムは旅行プラン提案の窓口業務で用いること

を想定している。お客さまから旅行に対する要望をヒアリング

し、お勧めの施設を順次提示する機能、訪問する施設を効率よ

く巡るための旅行プランの提示、類似のパック旅行情報の提示

などの機能を持ったシステムである。

4.1  施設情報検索機能
　お客さまからのリクエストを元に、施設情報を検索する機能

である。施設検索画面を図３に示す。画面の左上にお客さまの

リクエスト文章を入力し、検索を実行すると、画面中央にお客

さまの要望にあった施設の一覧がマッチ度の高いもの順に表示

される。一覧表示された施設の情報は図４に示すような画面で

見ることができる。図４の画面では、施設に関する説明文と共

に、口コミサイトから収集した口コミ情報、地図情報や近隣施

設の情報なども一度に閲覧することができる。お客さまはこれ

らの情報を見ながら実際に訪問したい施設を選定する。

　施設検索画面（図３）の右下では、検索結果の情報をリクエ

ストとのマッチ度、お客さまの趣味嗜好属性とのマッチ度の2

次元グラフで表示しており、これらの満足度合いを見ながら施

設を選定することも可能である。

4.2  プラン生成機能
　お客さまが選択した施設を効率的にまわれるように、本システ

ムでは、旅行プランを生成し、提示する機能を持っている（図５）。

旅行プランの日程に余裕がある場合は、選択した訪問施設に類

似する施設やお客さまの趣味嗜好にマッチする施設を補充して

旅行プランを作成する。訪問順序は、旅行コンテンツ上に記載

された住所情報から緯度経度を算出し、距離的に近い施設から

まわれるようにしている。

4.3  パック旅行情報検索機能
　プラン生成機能で作成した旅行プランに最も類似するパック

旅行を検索する機能である。本システムでは、いくつかの旅行

代理店がインターネット上に公開しているパック旅行の情報も

収集しており、これらのパック旅行情報と生成した旅行プラン

との比較により、類似のパック旅行を検索することもできる。

4.4  パック旅行情報比較機能
　パック旅行情報検索機能で検索したパック旅行でお好みの

物をいくつか選択して、これらを比較することもできる（図６）。

比較画面では、代金やホテル、訪問観光地など、項目ごとに

比較することができる。

　お客さまはこの比較画面を閲覧し、自分の要望に最も合うパッ

ク旅行を選定し、その旅行代理店で申し込みをすることになる。

図５  プラン生成画面図３  旅行情報検索画面

図４  旅行情報詳細画面

図６  パック旅行比較画面
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# 凡例
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# 比較時期：2008年6月

OOYA Yukari

大屋　由香里

● 株式会社インテックシステム研究所   ICT研究部
● テキストマイニング研究開発に従事

KATO Yasunori

加藤　康記

● 株式会社インテックシステム研究所   ICT研究部 主事
● 1991～1993 技術研究組合 国際ファジィ工学研究所 
　主任研究員
● テキストマイニング研究開発に従事
● 情報処理学会、日本知能情報ファジィ学会、 各会員

　本稿では、旅行施設の検索を対象に新しく考案した検索手

法の詳細と、その検索手法を用いて開発した旅行プラン提示

システムの概要について述べた。

　今回報告した検索手法では、ユーザが旅行で体験したい要

求や絞込みに関する条件などを文章形式のリクエストから抽

出して、要求に合った旅行施設を検索することが可能である。

　本件検索方式を用いて、いくつかのリクエストについて評

価を行ったところ、簡単なリクエストタイプAに関しては、ほ

ぼ満足のいく結果が得られたが、少し複雑なリクエストタイ

プBに関しては、満足できないケースが存在した。今後は本検

索手法で参照している外部知識や評価指標を充実させていく

と共に、ランキング手法も改善を行っていく予定である。

　なお、今回開発した旅行プラン提示システムは、今後試験

運用を行い検索結果の妥当性について検証すると共に、検索

リクエストのリクエストパタンの拡張とその解決方法の検討

も進める予定である。
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表1 リクエストから抽出する検索条件
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ランキン
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・ 連続する名詞は連続のパタ  
　ンで複合名詞として切り出す。

・ 「形容詞」または「副詞」
・ 名詞で次の語が「な」または、
   「の」のもの

 ・「動詞」で、「修飾条件」
    とならないもの
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・作家

・「する」などの特
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比較項目　　　　サーチエンジン　　　　　　　本手法
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修飾条件
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5.1 検索方式
　検索結果の詳細な妥当性評価に関しては、今後試験運用を

行い、その中で評価していく予定であるが、まずは、２.２節で

定義したリクエストタイプAおよび、Bに分類されるリクエス

トをいくつか試し、いくつかのリクエストを用いて妥当性評

価を行った。

　その結果、シンプルなリクエストタイプAに関しては、概ね

良好な結果が得られた。ただし、リクエストタイプBに関して

は、満足できる検索結果が得られない場合がいくつかあった。

これは、外部知識や評価指標を充実させていくと共に、ラン

キング手法を改善することにより対応できると考えている。

5.2  システム機能比較
　今回開発した検索方式を適用した旅行提示システムと既存

のサーチエンジンとの機能面での比較 を行った結果を表３に

示す。
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表３ 他の検索サービスとの比較
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2. 検索要件の分析

　検索手法を検討するにあたり、旅行施設を対象に検索する場

合の検索機能の基本要件を洗い出した。要件の洗い出しには、

検索対象とする旅行コンテンツの特徴の分析と、検索で用いる

ユーザのリクエスト文章の特徴の分析とを双方から行った。

2.1  旅行コンテンツ分析
　対象とする旅行コンテンツは、各国の観光局がインターネッ

ト上に提供している情報である。これらの特徴を把握するため、

実際の旅行コンテンツの説明文を収集・分析した。これにより

得られた特徴、および知見は以下のとおりである。

(１) 多種多様な表記

特徴：

●  個々の施設の説明文は文章の構造が決まっておらず、異

　なる構造で書かれている。

●  他の施設との差別化を明確にするため、同じ意味でも異

　なる表現がされている場合が多い。

知見：

●  項目ごとに情報を抽出するのは不可能なので、説明文を

　構造的に切り出すのは難しい。

●  説明文全体を対象にしたキーワード検索が妥当であろう。

●  同じ意味でも異なる表現がされているので、シソーラス

　辞書を使う必要がある。

(２) 名詞が多い

特徴：

●  施設の説明文中のキーワード品詞を解析した結果では、

　名詞の出現回数、種類が最も多い。

知見：

●  名詞キーワードはその施設の特徴を最も表現したキーワー

　ドであり、名詞キーワードを用いて検索するのが妥当で

　あろう。

(３) 動詞が少ない

特徴：

●  施設中の説明文のキーワード品詞を解析した結果では、

　動詞の出現回数が少ない。

知見：

●  動詞キーワードは施設の特徴を差別化するには不適切な

　キーワードである。

●  動詞の主語は施設であり、「ある」や「できる」などが

　多く、出現する動詞の種類が極端に少ない。

(４) ポジティブな記載内容

特徴：

●  記載されている内容は、どれもポジティブな内容（おす

　すめ情報）のみであり、否定的な記述はほとんどされて

　いない。

知見：

●  検索結果は、そのままおすすめ情報として提示すること

　ができる。

(５) 説明文の長さがまちまち

特徴：

●  各施設の説明文の長さにバラツキがある。1行程度の説

　明しかない施設も多く存在する。

知見：

●  1行程度の説明文をユーザに提示してもあまり有用な情

　報とは思えない。できるだけ多くの情報が記載されてい

　る施設を優先的に提示する仕組みが必要である。

(６) キーワードの繰り返しが少ない

特徴：

●  限られた文書長で施設を説明する必要があるため、繰り

　返して使われるキーワードはあまり存在しない。

知見：

●  通常の文章では、重要なキーワードは繰り返して使われ

　る傾向があるが、今回対象にする文章では、その特徴は

　あまり使えない。

(７) 有用なキーワードには修飾語が多い

特徴：

●  説明文の中で特に強調したい部分（キーワード）には、

　その言葉を修飾する記述が多い。

知見：

●  説明文からキーワードを抽出する際に、対象のキーワー

　ドにかかる修飾語の数により重要度を高くする仕組みが

　有効と思われる。

(８) 冒頭に重要な記載が多い

特徴：

●  施設の説明文の冒頭には、その施設の特徴を端的に表す

　重要な記載が多い。

知見：

●  キーワードの出現位置により、キーワードの重要度を計

　算する仕組みが有効と思われる。

2.2  リクエスト分析
　本手法で対象とするリクエスト文章に関しても特徴を分析した。

　現在、サーチエンジンなどではキーワードを指定して検索す

ることが一般的になっている。しかし、ユーザがキーワードで

検索する場合、自分の検索要求を一旦整理し、自分が欲しい情

報にはどのようなキーワードが含まれているかを自分なりにイメー

ジし、そのキーワードを記述していることになる。これではユー

ザが本当に要求している情報を得るための手がかりが欠落する

こともあると考えられる。そのため、今回検討する検索手法では、

ユーザの検索要求をそのまま文章の形で入力してもらうことと

した。

　まず、旅行施設を検索することを想定し、考えられるリクエ

スト文をいくつか洗い出し、それらを意味的な観点から分類した。

その結果を図1に示す。

　図1では、横軸にリクエストに含まれる曖昧さ、縦軸にリクエ

スト中の世間的な評価重視の度合いで分類した。横軸にそって

分類したA,B,C３つのリクエストタイプの特徴を整理すると以下

のようになる。

(１) リクエストタイプA

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され　

　ている。

●  体験したいことが動詞として記述されている。

●  場所を限定する記述がある。

(２) リクエストタイプB

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され

　ている。

●  施設に対する評価（形容詞）がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、リクエストを解

　釈するために知識が必要な場合がある。

(３) リクエストタイプC

●  リクエストタイプA,Bよりも要求が曖昧である。

● 検索対象が「場所」や「時」などと書かれており、具体

　的な検索対象が明確でない。

●  検索条件となる条件は複数の語句から構成されている。          

（「一生に一度は」など）

　これらのリクエストの特徴を踏まえ、リクエストタイプ別

の検索要件は以下のようにまとめられる。

(１) リクエストタイプA

● 「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● ユーザの体験したいことは動詞で記述されている。その

　ため、検索する施設はこの要求を満たす施設である必

　要がある。

●  場所を限定する記述がある場合は、その部分を認識し、

　地域で絞り込む必要がある。

(２) リクエストタイプB

●「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● 施設の第三者的な評価指標が必要であるが、そのような

　情報は施設情報の説明文には記載されていない。したがっ

　て、事前にこのような情報をシステムに持たせておく

　必要がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、事前に知識をシ

　ステムに与えておく必要がある。

(３) リクエストタイプC

● リクエスト文の内容が複雑であるため、リクエストの内

　容を深く解釈する必要がある。

　これらの分析結果より、今回はリクエストタイプのA,Bに関

して実現を検討し、リクエストタイプCに関しては、解決すべ

き問題が複雑なため、今回は対象外とし、次フェーズで検討

することとした。

　さらに、リクエストタイプA,Bに関してはリクエストの記述

形式を以下のように構造化できることが分かった。
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図２  リクエストタイプA,Bの構造

3. 検索手法
　検索要件の分析結果を踏まえ、開発した検索手法 (以下、本

手法) を示す。
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前処理」と、検索時に行う「検索処理」に分けられる。

(1) 事前処理

●  コンテンツの収集

　インターネット上の政府観光局サイトなどを巡回し、

　旅行コンテンツの説明文を収集する。

●  インデクシング処理

　収集した旅行コンテンツの説明文からキーワードを抽

　出し、検索に用いるインデックスを作成する。

●  スコアリング処理

　旅行コンテンツから抽出した各キーワードに対して、

　そのキーワードの重要度（対象の旅行コンテンツの説明

　文中、どれだけ重要なキーワードか）を計算する。

(２) 検索処理

●  リクエスト解析処理

　ユーザの入力したリクエスト文章を解析し、検索条件を

　抽出する。

●  検索処理

　抽出した検索条件を基に、対応する旅行コンテンツを検
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●  リクエストマッチ度の計算
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各サイトの施設情報の一覧ページを入り口として、リンクの探
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出する。キーワードの抽出には、形態素解析ツールであるSen[３]

を用いた。なお、形態素解析をする場合、複合名詞は複数の名

詞として切り出されるため、連続する名詞を複合名詞として扱

うようにした。

3.3  スコアリング処理
　インデクシング処理で切り出した各キーワードに対して、各

キーワードがどの程度施設の情報を表すのに重要なキーワード

かを示すスコア値を計算する。通常、このスコア値は文書中の

重要なキーワードは繰り返し使用されるとの仮定から、TF-IDF[４]

の手法を用いてキーワードごとに設定するのが一般的である。

しかし、今回対象にする旅行コンテンツの特徴として、重要な

キーワードでも繰り返されないとの分析結果より、独自の方式

を用いることとしている。

　第２章の旅行コンテンツの分析結果より、以下の特徴が挙がっ

ている。

●  有用なキーワードには修飾語が多い。

●  冒頭に重要な記載が多い。

　この特徴から、キーワードのスコア値は以下の２つの指標の

加算値とする。

(1) 出現位置によるスコアリング
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うに先頭から３つのグループに分割する。各キーワードの

スコア値は、先頭1/３に出現するものに関しては出現回

数に３ポイントを積算した値、中盤1/３に出現するもの

は出現回数に２ポイントを積算した値、それ以外は出現回

数をそのキーワードのスコア値とする。

(２) 修飾度合いによるスコアリング

　抽出したキーワード（名詞）に対して、このキーワード

を修飾する語はどれかを解析し、対象のキーワードを修飾

するキーワードの数を、修飾度合いによるスコア値とする。

　なお、文章が1文しか存在しない短いコンテンツに関しては、

高いスコア値がつかないような仕組みとする。

　ここで算出したスコア値は、インデクシング処理で抽出した

各キーワードのメタ情報として事前に蓄積する。

3.4  リクエスト解析処理
　検索する前に、ユーザが入力したリクエスト文章を解析し、

検索条件を抽出する。検索条件の抽出には、形態素解析ツール

を用いてキーワード分割すると共に、文章の記述形式や図２で

示したリクエストの記述パタン形式に基づいて抽出する。

　表1にリクエスト解析で抽出する各種条件を示す。

3.5  検索処理
　リクエスト解析で抽出した条件を基に、検索する。
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　個々の検索条件に対する検索処理の概要を以下に示す。

名詞条件

　名詞による検索は、「インデクシング処理」で作成した

インデックスを用いる。なお、このとき、別途定義したシソー

ラス辞書を用いて検索対象のキーワードの範囲を広げる。

今回用いたシソーラス辞書は事前に旅行コンテンツを参照し、

手作業で作成したものである。

外部知識条件

　リクエスト中の検索対象として「世界遺産」などのよう

な指定があった場合、どの施設が世界遺産に該当するかの

知識が必要である。今回開発した検索方式では、事前にこ

のような知識が必要な語句と、該当する施設との対応付け

辞書を準備し、リクエスト中にこのような語句が指定され
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返すようにした。
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される動詞は主語が施設であるため、リクエストに記載さ

れた動詞と異なっている。このような動詞を用いたキーワー
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法では、このような外部評価的な指標値をあらかじめ施設
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3.7  サーチエンジンとの機能比較
　本手法により、インターネット上でサービス提供されてい

るサーチエンジンと機能を比較すると、表２のような違いが

ある。
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2. 検索要件の分析

　検索手法を検討するにあたり、旅行施設を対象に検索する場

合の検索機能の基本要件を洗い出した。要件の洗い出しには、

検索対象とする旅行コンテンツの特徴の分析と、検索で用いる

ユーザのリクエスト文章の特徴の分析とを双方から行った。

2.1  旅行コンテンツ分析
　対象とする旅行コンテンツは、各国の観光局がインターネッ

ト上に提供している情報である。これらの特徴を把握するため、

実際の旅行コンテンツの説明文を収集・分析した。これにより

得られた特徴、および知見は以下のとおりである。

(１) 多種多様な表記

特徴：

●  個々の施設の説明文は文章の構造が決まっておらず、異

　なる構造で書かれている。

●  他の施設との差別化を明確にするため、同じ意味でも異

　なる表現がされている場合が多い。

知見：

●  項目ごとに情報を抽出するのは不可能なので、説明文を

　構造的に切り出すのは難しい。

●  説明文全体を対象にしたキーワード検索が妥当であろう。

●  同じ意味でも異なる表現がされているので、シソーラス

　辞書を使う必要がある。

(２) 名詞が多い

特徴：

●  施設の説明文中のキーワード品詞を解析した結果では、

　名詞の出現回数、種類が最も多い。

知見：

●  名詞キーワードはその施設の特徴を最も表現したキーワー

　ドであり、名詞キーワードを用いて検索するのが妥当で

　あろう。

(３) 動詞が少ない

特徴：

●  施設中の説明文のキーワード品詞を解析した結果では、

　動詞の出現回数が少ない。

知見：

●  動詞キーワードは施設の特徴を差別化するには不適切な

　キーワードである。

●  動詞の主語は施設であり、「ある」や「できる」などが

　多く、出現する動詞の種類が極端に少ない。

(４) ポジティブな記載内容

特徴：

●  記載されている内容は、どれもポジティブな内容（おす

　すめ情報）のみであり、否定的な記述はほとんどされて

　いない。

知見：

●  検索結果は、そのままおすすめ情報として提示すること

　ができる。

(５) 説明文の長さがまちまち

特徴：

●  各施設の説明文の長さにバラツキがある。1行程度の説

　明しかない施設も多く存在する。

知見：

●  1行程度の説明文をユーザに提示してもあまり有用な情

　報とは思えない。できるだけ多くの情報が記載されてい

　る施設を優先的に提示する仕組みが必要である。

(６) キーワードの繰り返しが少ない

特徴：

●  限られた文書長で施設を説明する必要があるため、繰り

　返して使われるキーワードはあまり存在しない。

知見：

●  通常の文章では、重要なキーワードは繰り返して使われ

　る傾向があるが、今回対象にする文章では、その特徴は

　あまり使えない。

(７) 有用なキーワードには修飾語が多い

特徴：

●  説明文の中で特に強調したい部分（キーワード）には、

　その言葉を修飾する記述が多い。

知見：

●  説明文からキーワードを抽出する際に、対象のキーワー

　ドにかかる修飾語の数により重要度を高くする仕組みが

　有効と思われる。

(８) 冒頭に重要な記載が多い

特徴：

●  施設の説明文の冒頭には、その施設の特徴を端的に表す

　重要な記載が多い。

知見：

●  キーワードの出現位置により、キーワードの重要度を計

　算する仕組みが有効と思われる。

2.2  リクエスト分析
　本手法で対象とするリクエスト文章に関しても特徴を分析した。

　現在、サーチエンジンなどではキーワードを指定して検索す

ることが一般的になっている。しかし、ユーザがキーワードで

検索する場合、自分の検索要求を一旦整理し、自分が欲しい情

報にはどのようなキーワードが含まれているかを自分なりにイメー

ジし、そのキーワードを記述していることになる。これではユー

ザが本当に要求している情報を得るための手がかりが欠落する

こともあると考えられる。そのため、今回検討する検索手法では、

ユーザの検索要求をそのまま文章の形で入力してもらうことと

した。

　まず、旅行施設を検索することを想定し、考えられるリクエ

スト文をいくつか洗い出し、それらを意味的な観点から分類した。

その結果を図1に示す。

　図1では、横軸にリクエストに含まれる曖昧さ、縦軸にリクエ

スト中の世間的な評価重視の度合いで分類した。横軸にそって

分類したA,B,C３つのリクエストタイプの特徴を整理すると以下

のようになる。

(１) リクエストタイプA

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され　

　ている。

●  体験したいことが動詞として記述されている。

●  場所を限定する記述がある。

(２) リクエストタイプB

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され

　ている。

●  施設に対する評価（形容詞）がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、リクエストを解

　釈するために知識が必要な場合がある。

(３) リクエストタイプC

●  リクエストタイプA,Bよりも要求が曖昧である。

● 検索対象が「場所」や「時」などと書かれており、具体

　的な検索対象が明確でない。

●  検索条件となる条件は複数の語句から構成されている。          

（「一生に一度は」など）

　これらのリクエストの特徴を踏まえ、リクエストタイプ別

の検索要件は以下のようにまとめられる。

(１) リクエストタイプA

● 「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● ユーザの体験したいことは動詞で記述されている。その

　ため、検索する施設はこの要求を満たす施設である必

　要がある。

●  場所を限定する記述がある場合は、その部分を認識し、

　地域で絞り込む必要がある。

(２) リクエストタイプB

●「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● 施設の第三者的な評価指標が必要であるが、そのような

　情報は施設情報の説明文には記載されていない。したがっ

　て、事前にこのような情報をシステムに持たせておく

　必要がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、事前に知識をシ

　ステムに与えておく必要がある。

(３) リクエストタイプC

● リクエスト文の内容が複雑であるため、リクエストの内

　容を深く解釈する必要がある。

　これらの分析結果より、今回はリクエストタイプのA,Bに関

して実現を検討し、リクエストタイプCに関しては、解決すべ

き問題が複雑なため、今回は対象外とし、次フェーズで検討

することとした。

　さらに、リクエストタイプA,Bに関してはリクエストの記述

形式を以下のように構造化できることが分かった。

図1  リクエストの分類

図２  リクエストタイプA,Bの構造

3. 検索手法
　検索要件の分析結果を踏まえ、開発した検索手法 (以下、本

手法) を示す。

　本手法に関する処理は、旅行コンテンツ収集時に行う「事

前処理」と、検索時に行う「検索処理」に分けられる。

(1) 事前処理

●  コンテンツの収集

　インターネット上の政府観光局サイトなどを巡回し、

　旅行コンテンツの説明文を収集する。

●  インデクシング処理

　収集した旅行コンテンツの説明文からキーワードを抽

　出し、検索に用いるインデックスを作成する。

●  スコアリング処理

　旅行コンテンツから抽出した各キーワードに対して、

　そのキーワードの重要度（対象の旅行コンテンツの説明

　文中、どれだけ重要なキーワードか）を計算する。

(２) 検索処理

●  リクエスト解析処理

　ユーザの入力したリクエスト文章を解析し、検索条件を

　抽出する。

●  検索処理

　抽出した検索条件を基に、対応する旅行コンテンツを検

　索する。

●  リクエストマッチ度の計算

　検索した各旅行コンテンツに対して、どれだけリクエス

　トにマッチしているかのマッチ度を計算する。

3.1  コンテンツの収集
　検索対象とする旅行コンテンツは、各国政府観光局がインター

ネット上で公開している施設情報とした。コンテンツの収集は

各サイトの施設情報の一覧ページを入り口として、リンクの探

索により、順次、情報を収集する。なお、リンクの探索パタン、

施設情報の抽出パタンは、サイトごとに記述形式の特徴を分析

し、正規表現を用いた文字列のマッチングを用いて行う。

3.2  インデクシング処理
　収集した施設情報の説明文を単語に分割し、キーワードを抽

出する。キーワードの抽出には、形態素解析ツールであるSen[３]

を用いた。なお、形態素解析をする場合、複合名詞は複数の名

詞として切り出されるため、連続する名詞を複合名詞として扱

うようにした。

3.3  スコアリング処理
　インデクシング処理で切り出した各キーワードに対して、各

キーワードがどの程度施設の情報を表すのに重要なキーワード

かを示すスコア値を計算する。通常、このスコア値は文書中の

重要なキーワードは繰り返し使用されるとの仮定から、TF-IDF[４]

の手法を用いてキーワードごとに設定するのが一般的である。

しかし、今回対象にする旅行コンテンツの特徴として、重要な

キーワードでも繰り返されないとの分析結果より、独自の方式

を用いることとしている。

　第２章の旅行コンテンツの分析結果より、以下の特徴が挙がっ

ている。

●  有用なキーワードには修飾語が多い。

●  冒頭に重要な記載が多い。

　この特徴から、キーワードのスコア値は以下の２つの指標の

加算値とする。

(1) 出現位置によるスコアリング

　説明文書全体を文単位で分割し、文の数が均等になるよ

うに先頭から３つのグループに分割する。各キーワードの

スコア値は、先頭1/３に出現するものに関しては出現回

数に３ポイントを積算した値、中盤1/３に出現するもの

は出現回数に２ポイントを積算した値、それ以外は出現回

数をそのキーワードのスコア値とする。

(２) 修飾度合いによるスコアリング

　抽出したキーワード（名詞）に対して、このキーワード

を修飾する語はどれかを解析し、対象のキーワードを修飾

するキーワードの数を、修飾度合いによるスコア値とする。

　なお、文章が1文しか存在しない短いコンテンツに関しては、

高いスコア値がつかないような仕組みとする。

　ここで算出したスコア値は、インデクシング処理で抽出した

各キーワードのメタ情報として事前に蓄積する。

3.4  リクエスト解析処理
　検索する前に、ユーザが入力したリクエスト文章を解析し、

検索条件を抽出する。検索条件の抽出には、形態素解析ツール

を用いてキーワード分割すると共に、文章の記述形式や図２で

示したリクエストの記述パタン形式に基づいて抽出する。

　表1にリクエスト解析で抽出する各種条件を示す。

3.5  検索処理
　リクエスト解析で抽出した条件を基に、検索する。

　検索結果となる集合を確定する要素は表１中の条件項目

～ である。

　個々の検索条件に対する検索処理の概要を以下に示す。

名詞条件

　名詞による検索は、「インデクシング処理」で作成した

インデックスを用いる。なお、このとき、別途定義したシソー

ラス辞書を用いて検索対象のキーワードの範囲を広げる。

今回用いたシソーラス辞書は事前に旅行コンテンツを参照し、

手作業で作成したものである。

外部知識条件

　リクエスト中の検索対象として「世界遺産」などのよう

な指定があった場合、どの施設が世界遺産に該当するかの

知識が必要である。今回開発した検索方式では、事前にこ

のような知識が必要な語句と、該当する施設との対応付け

辞書を準備し、リクエスト中にこのような語句が指定され

た場合は、この辞書で定義してある施設を検索結果として

返すようにした。

動詞条件

　リクエスト中に書かれた動詞はユーザが体験したい要望

を表しており、重要な検索条件である。このような動詞の

主語はユーザであり、「見たい」、「食べたい」などの表

現で記載される。しかし、旅行コンテンツの説明文に記載

される動詞は主語が施設であるため、リクエストに記載さ

れた動詞と異なっている。このような動詞を用いたキーワー

ド検索を行っても該当の施設は検索されない。

　今回開発した検索方式では、リクエスト中に記載されるユー

ザの要求を表す動詞と、この体験が可能な施設の施設タイ

プ（博物館、レストラン、など）との対応付け辞書をあら

かじめ作成しておき、検索時はリクエスト中の動詞に該当

する施設タイプを持つ施設を検索結果とすることとする。

これにより、リクエスト中に記載されたユーザの体験要求

を満たすことのできる施設を提示することが可能になる。

地域条件

　旅行施設を検索する場合のリクエスト中には、「ロンドン

で」などのような場所を限定する表現がよく記載される。

しかし、旅行コンテンツの説明文には、その施設の都市名

はあまり記述されていないケースが多い。この場合、都市

名をキーワードとして検索しても該当する施設が検索され

ないことになる。

　本手法では、リクエスト文中に都市名を限定する表現があっ

た場合、この都市名を抜き出し、キーワードとしてではなく、

その施設情報の「都市」属性を用いて検索する。これにより、

リクエスト中に都市名を限定する表現が記載された場合は、

検索結果は指定した都市に存在する施設に限定することが

できる。

3.6  リクエストマッチ度の計算
　検索処理で検索された各旅行コンテンツに対して、リクエ

ストとのマッチ度を求める。

　リクエストマッチ度のベースになるものは、検索条件「

名詞条件」でマッチした名詞キーワードのスコア値の加算値

とする。

　マッチ度の計算では、上記の「 名詞条件」で求めたマッ

チ度に以下の検索条件によるマッチ度を加算することとする。

修飾条件

　リクエスト中に記載される「美しい」などの形容詞は、

検索結果として優先的に提示してほしい施設の属性を表し

ている。したがって、検索結果のランキングでは、リクエ

スト中に記述された形容詞がコンテンツ中に含まれている

物をランキングの上位になるようにする。

　具体的には、「 名詞条件」でのマッチ度計算と同様に、

コンテンツ中にこのような形容詞キーワードが存在した場

合はそのキーワードに設定されているスコア値をマッチ度

として加算する。

外部評価条件

　リクエスト中には「有名な」などのような、外部評価的

にどのような施設かを表す表現がよく記述される。しかし、

旅行コンテンツの説明文には、このような外部評価的な記

述が書かれるケースはあまり無い。したがって、本検索手

法では、このような外部評価的な指標値をあらかじめ施設

ごとに定義しておき、リクエスト中にこのような記述があっ

た場合は、その表現に対する外部評価値をマッチ度に加算

することとする。

3.7  サーチエンジンとの機能比較
　本手法により、インターネット上でサービス提供されてい

るサーチエンジンと機能を比較すると、表２のような違いが

ある。

　今回開発した検索方式を用いて旅行プラン提示システムを開

発した。本システムは旅行プラン提案の窓口業務で用いること

を想定している。お客さまから旅行に対する要望をヒアリング

し、お勧めの施設を順次提示する機能、訪問する施設を効率よ

く巡るための旅行プランの提示、類似のパック旅行情報の提示

などの機能を持ったシステムである。

4.1  施設情報検索機能
　お客さまからのリクエストを元に、施設情報を検索する機能

である。施設検索画面を図３に示す。画面の左上にお客さまの

リクエスト文章を入力し、検索を実行すると、画面中央にお客

さまの要望にあった施設の一覧がマッチ度の高いもの順に表示

される。一覧表示された施設の情報は図４に示すような画面で

見ることができる。図４の画面では、施設に関する説明文と共

に、口コミサイトから収集した口コミ情報、地図情報や近隣施

設の情報なども一度に閲覧することができる。お客さまはこれ

らの情報を見ながら実際に訪問したい施設を選定する。

　施設検索画面（図３）の右下では、検索結果の情報をリクエ

ストとのマッチ度、お客さまの趣味嗜好属性とのマッチ度の2

次元グラフで表示しており、これらの満足度合いを見ながら施

設を選定することも可能である。

4.2  プラン生成機能
　お客さまが選択した施設を効率的にまわれるように、本システ

ムでは、旅行プランを生成し、提示する機能を持っている（図５）。

旅行プランの日程に余裕がある場合は、選択した訪問施設に類

似する施設やお客さまの趣味嗜好にマッチする施設を補充して

旅行プランを作成する。訪問順序は、旅行コンテンツ上に記載

された住所情報から緯度経度を算出し、距離的に近い施設から

まわれるようにしている。

4.3  パック旅行情報検索機能
　プラン生成機能で作成した旅行プランに最も類似するパック

旅行を検索する機能である。本システムでは、いくつかの旅行

代理店がインターネット上に公開しているパック旅行の情報も

収集しており、これらのパック旅行情報と生成した旅行プラン

との比較により、類似のパック旅行を検索することもできる。

4.4  パック旅行情報比較機能
　パック旅行情報検索機能で検索したパック旅行でお好みの

物をいくつか選択して、これらを比較することもできる（図６）。

比較画面では、代金やホテル、訪問観光地など、項目ごとに

比較することができる。

　お客さまはこの比較画面を閲覧し、自分の要望に最も合うパッ

ク旅行を選定し、その旅行代理店で申し込みをすることになる。

図５  プラン生成画面図３  旅行情報検索画面

図４  旅行情報詳細画面

図６  パック旅行比較画面

5. 評価

# 比較対象の各サイト
Google：http://www.google.co.jp/
Yahoo：http://www.yahoo.co.jp/
Amazon：http://www.amazon.co.jp/

# 凡例
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2. 検索要件の分析

　検索手法を検討するにあたり、旅行施設を対象に検索する場

合の検索機能の基本要件を洗い出した。要件の洗い出しには、

検索対象とする旅行コンテンツの特徴の分析と、検索で用いる

ユーザのリクエスト文章の特徴の分析とを双方から行った。

2.1  旅行コンテンツ分析
　対象とする旅行コンテンツは、各国の観光局がインターネッ

ト上に提供している情報である。これらの特徴を把握するため、

実際の旅行コンテンツの説明文を収集・分析した。これにより

得られた特徴、および知見は以下のとおりである。

(１) 多種多様な表記

特徴：

●  個々の施設の説明文は文章の構造が決まっておらず、異

　なる構造で書かれている。

●  他の施設との差別化を明確にするため、同じ意味でも異

　なる表現がされている場合が多い。

知見：

●  項目ごとに情報を抽出するのは不可能なので、説明文を

　構造的に切り出すのは難しい。

●  説明文全体を対象にしたキーワード検索が妥当であろう。

●  同じ意味でも異なる表現がされているので、シソーラス

　辞書を使う必要がある。

(２) 名詞が多い

特徴：

●  施設の説明文中のキーワード品詞を解析した結果では、

　名詞の出現回数、種類が最も多い。

知見：

●  名詞キーワードはその施設の特徴を最も表現したキーワー

　ドであり、名詞キーワードを用いて検索するのが妥当で

　あろう。

(３) 動詞が少ない

特徴：

●  施設中の説明文のキーワード品詞を解析した結果では、

　動詞の出現回数が少ない。

知見：

●  動詞キーワードは施設の特徴を差別化するには不適切な

　キーワードである。

●  動詞の主語は施設であり、「ある」や「できる」などが

　多く、出現する動詞の種類が極端に少ない。

(４) ポジティブな記載内容

特徴：

●  記載されている内容は、どれもポジティブな内容（おす

　すめ情報）のみであり、否定的な記述はほとんどされて

　いない。

知見：

●  検索結果は、そのままおすすめ情報として提示すること

　ができる。

(５) 説明文の長さがまちまち

特徴：

●  各施設の説明文の長さにバラツキがある。1行程度の説

　明しかない施設も多く存在する。

知見：

●  1行程度の説明文をユーザに提示してもあまり有用な情

　報とは思えない。できるだけ多くの情報が記載されてい

　る施設を優先的に提示する仕組みが必要である。

(６) キーワードの繰り返しが少ない

特徴：

●  限られた文書長で施設を説明する必要があるため、繰り

　返して使われるキーワードはあまり存在しない。

知見：

●  通常の文章では、重要なキーワードは繰り返して使われ

　る傾向があるが、今回対象にする文章では、その特徴は

　あまり使えない。

(７) 有用なキーワードには修飾語が多い

特徴：

●  説明文の中で特に強調したい部分（キーワード）には、

　その言葉を修飾する記述が多い。

知見：

●  説明文からキーワードを抽出する際に、対象のキーワー

　ドにかかる修飾語の数により重要度を高くする仕組みが

　有効と思われる。

(８) 冒頭に重要な記載が多い

特徴：

●  施設の説明文の冒頭には、その施設の特徴を端的に表す

　重要な記載が多い。

知見：

●  キーワードの出現位置により、キーワードの重要度を計

　算する仕組みが有効と思われる。

2.2  リクエスト分析
　本手法で対象とするリクエスト文章に関しても特徴を分析した。

　現在、サーチエンジンなどではキーワードを指定して検索す

ることが一般的になっている。しかし、ユーザがキーワードで

検索する場合、自分の検索要求を一旦整理し、自分が欲しい情

報にはどのようなキーワードが含まれているかを自分なりにイメー

ジし、そのキーワードを記述していることになる。これではユー

ザが本当に要求している情報を得るための手がかりが欠落する

こともあると考えられる。そのため、今回検討する検索手法では、

ユーザの検索要求をそのまま文章の形で入力してもらうことと

した。

　まず、旅行施設を検索することを想定し、考えられるリクエ

スト文をいくつか洗い出し、それらを意味的な観点から分類した。

その結果を図1に示す。

　図1では、横軸にリクエストに含まれる曖昧さ、縦軸にリクエ

スト中の世間的な評価重視の度合いで分類した。横軸にそって

分類したA,B,C３つのリクエストタイプの特徴を整理すると以下

のようになる。

(１) リクエストタイプA

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され　

　ている。

●  体験したいことが動詞として記述されている。

●  場所を限定する記述がある。

(２) リクエストタイプB

● 検索対象が具体的なキーワード（名詞）として記述され

　ている。

●  施設に対する評価（形容詞）がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、リクエストを解

　釈するために知識が必要な場合がある。

(３) リクエストタイプC

●  リクエストタイプA,Bよりも要求が曖昧である。

● 検索対象が「場所」や「時」などと書かれており、具体

　的な検索対象が明確でない。

●  検索条件となる条件は複数の語句から構成されている。          

（「一生に一度は」など）

　これらのリクエストの特徴を踏まえ、リクエストタイプ別

の検索要件は以下のようにまとめられる。

(１) リクエストタイプA

● 「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● ユーザの体験したいことは動詞で記述されている。その

　ため、検索する施設はこの要求を満たす施設である必

　要がある。

●  場所を限定する記述がある場合は、その部分を認識し、

　地域で絞り込む必要がある。

(２) リクエストタイプB

●「名詞」を主体として検索するのが妥当である。

● 施設の第三者的な評価指標が必要であるが、そのような

　情報は施設情報の説明文には記載されていない。したがっ

　て、事前にこのような情報をシステムに持たせておく

　必要がある。

●「世界遺産」に該当する施設情報など、事前に知識をシ

　ステムに与えておく必要がある。

(３) リクエストタイプC

● リクエスト文の内容が複雑であるため、リクエストの内

　容を深く解釈する必要がある。

　これらの分析結果より、今回はリクエストタイプのA,Bに関

して実現を検討し、リクエストタイプCに関しては、解決すべ

き問題が複雑なため、今回は対象外とし、次フェーズで検討

することとした。

　さらに、リクエストタイプA,Bに関してはリクエストの記述

形式を以下のように構造化できることが分かった。
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図２  リクエストタイプA,Bの構造
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　検索要件の分析結果を踏まえ、開発した検索手法 (以下、本

手法) を示す。

　本手法に関する処理は、旅行コンテンツ収集時に行う「事

前処理」と、検索時に行う「検索処理」に分けられる。

(1) 事前処理

●  コンテンツの収集

　インターネット上の政府観光局サイトなどを巡回し、

　旅行コンテンツの説明文を収集する。

●  インデクシング処理

　収集した旅行コンテンツの説明文からキーワードを抽

　出し、検索に用いるインデックスを作成する。

●  スコアリング処理

　旅行コンテンツから抽出した各キーワードに対して、

　そのキーワードの重要度（対象の旅行コンテンツの説明

　文中、どれだけ重要なキーワードか）を計算する。

(２) 検索処理

●  リクエスト解析処理

　ユーザの入力したリクエスト文章を解析し、検索条件を

　抽出する。

●  検索処理

　抽出した検索条件を基に、対応する旅行コンテンツを検

　索する。

●  リクエストマッチ度の計算

　検索した各旅行コンテンツに対して、どれだけリクエス

　トにマッチしているかのマッチ度を計算する。

3.1  コンテンツの収集
　検索対象とする旅行コンテンツは、各国政府観光局がインター

ネット上で公開している施設情報とした。コンテンツの収集は

各サイトの施設情報の一覧ページを入り口として、リンクの探

索により、順次、情報を収集する。なお、リンクの探索パタン、

施設情報の抽出パタンは、サイトごとに記述形式の特徴を分析

し、正規表現を用いた文字列のマッチングを用いて行う。

3.2  インデクシング処理
　収集した施設情報の説明文を単語に分割し、キーワードを抽

出する。キーワードの抽出には、形態素解析ツールであるSen[３]

を用いた。なお、形態素解析をする場合、複合名詞は複数の名

詞として切り出されるため、連続する名詞を複合名詞として扱

うようにした。

3.3  スコアリング処理
　インデクシング処理で切り出した各キーワードに対して、各

キーワードがどの程度施設の情報を表すのに重要なキーワード

かを示すスコア値を計算する。通常、このスコア値は文書中の

重要なキーワードは繰り返し使用されるとの仮定から、TF-IDF[４]

の手法を用いてキーワードごとに設定するのが一般的である。

しかし、今回対象にする旅行コンテンツの特徴として、重要な

キーワードでも繰り返されないとの分析結果より、独自の方式

を用いることとしている。

　第２章の旅行コンテンツの分析結果より、以下の特徴が挙がっ

ている。

●  有用なキーワードには修飾語が多い。

●  冒頭に重要な記載が多い。

　この特徴から、キーワードのスコア値は以下の２つの指標の

加算値とする。

(1) 出現位置によるスコアリング

　説明文書全体を文単位で分割し、文の数が均等になるよ

うに先頭から３つのグループに分割する。各キーワードの

スコア値は、先頭1/３に出現するものに関しては出現回

数に３ポイントを積算した値、中盤1/３に出現するもの

は出現回数に２ポイントを積算した値、それ以外は出現回

数をそのキーワードのスコア値とする。

(２) 修飾度合いによるスコアリング

　抽出したキーワード（名詞）に対して、このキーワード

を修飾する語はどれかを解析し、対象のキーワードを修飾

するキーワードの数を、修飾度合いによるスコア値とする。

　なお、文章が1文しか存在しない短いコンテンツに関しては、

高いスコア値がつかないような仕組みとする。

　ここで算出したスコア値は、インデクシング処理で抽出した

各キーワードのメタ情報として事前に蓄積する。

3.4  リクエスト解析処理
　検索する前に、ユーザが入力したリクエスト文章を解析し、

検索条件を抽出する。検索条件の抽出には、形態素解析ツール

を用いてキーワード分割すると共に、文章の記述形式や図２で

示したリクエストの記述パタン形式に基づいて抽出する。

　表1にリクエスト解析で抽出する各種条件を示す。

3.5  検索処理
　リクエスト解析で抽出した条件を基に、検索する。

　検索結果となる集合を確定する要素は表１中の条件項目

～ である。

　個々の検索条件に対する検索処理の概要を以下に示す。

名詞条件

　名詞による検索は、「インデクシング処理」で作成した

インデックスを用いる。なお、このとき、別途定義したシソー

ラス辞書を用いて検索対象のキーワードの範囲を広げる。

今回用いたシソーラス辞書は事前に旅行コンテンツを参照し、

手作業で作成したものである。

外部知識条件

　リクエスト中の検索対象として「世界遺産」などのよう

な指定があった場合、どの施設が世界遺産に該当するかの

知識が必要である。今回開発した検索方式では、事前にこ

のような知識が必要な語句と、該当する施設との対応付け

辞書を準備し、リクエスト中にこのような語句が指定され

た場合は、この辞書で定義してある施設を検索結果として

返すようにした。

動詞条件

　リクエスト中に書かれた動詞はユーザが体験したい要望

を表しており、重要な検索条件である。このような動詞の

主語はユーザであり、「見たい」、「食べたい」などの表

現で記載される。しかし、旅行コンテンツの説明文に記載

される動詞は主語が施設であるため、リクエストに記載さ

れた動詞と異なっている。このような動詞を用いたキーワー

ド検索を行っても該当の施設は検索されない。

　今回開発した検索方式では、リクエスト中に記載されるユー

ザの要求を表す動詞と、この体験が可能な施設の施設タイ

プ（博物館、レストラン、など）との対応付け辞書をあら

かじめ作成しておき、検索時はリクエスト中の動詞に該当

する施設タイプを持つ施設を検索結果とすることとする。

これにより、リクエスト中に記載されたユーザの体験要求

を満たすことのできる施設を提示することが可能になる。

地域条件

　旅行施設を検索する場合のリクエスト中には、「ロンドン

で」などのような場所を限定する表現がよく記載される。

しかし、旅行コンテンツの説明文には、その施設の都市名

はあまり記述されていないケースが多い。この場合、都市

名をキーワードとして検索しても該当する施設が検索され

ないことになる。

　本手法では、リクエスト文中に都市名を限定する表現があっ

た場合、この都市名を抜き出し、キーワードとしてではなく、

その施設情報の「都市」属性を用いて検索する。これにより、

リクエスト中に都市名を限定する表現が記載された場合は、

検索結果は指定した都市に存在する施設に限定することが

できる。

3.6  リクエストマッチ度の計算
　検索処理で検索された各旅行コンテンツに対して、リクエ

ストとのマッチ度を求める。

　リクエストマッチ度のベースになるものは、検索条件「

名詞条件」でマッチした名詞キーワードのスコア値の加算値

とする。

　マッチ度の計算では、上記の「 名詞条件」で求めたマッ

チ度に以下の検索条件によるマッチ度を加算することとする。

修飾条件

　リクエスト中に記載される「美しい」などの形容詞は、

検索結果として優先的に提示してほしい施設の属性を表し

ている。したがって、検索結果のランキングでは、リクエ

スト中に記述された形容詞がコンテンツ中に含まれている

物をランキングの上位になるようにする。

　具体的には、「 名詞条件」でのマッチ度計算と同様に、

コンテンツ中にこのような形容詞キーワードが存在した場

合はそのキーワードに設定されているスコア値をマッチ度

として加算する。

外部評価条件

　リクエスト中には「有名な」などのような、外部評価的

にどのような施設かを表す表現がよく記述される。しかし、

旅行コンテンツの説明文には、このような外部評価的な記

述が書かれるケースはあまり無い。したがって、本検索手

法では、このような外部評価的な指標値をあらかじめ施設

ごとに定義しておき、リクエスト中にこのような記述があっ

た場合は、その表現に対する外部評価値をマッチ度に加算

することとする。

3.7  サーチエンジンとの機能比較
　本手法により、インターネット上でサービス提供されてい

るサーチエンジンと機能を比較すると、表２のような違いが

ある。

　今回開発した検索方式を用いて旅行プラン提示システムを開

発した。本システムは旅行プラン提案の窓口業務で用いること

を想定している。お客さまから旅行に対する要望をヒアリング

し、お勧めの施設を順次提示する機能、訪問する施設を効率よ

く巡るための旅行プランの提示、類似のパック旅行情報の提示

などの機能を持ったシステムである。

4.1  施設情報検索機能
　お客さまからのリクエストを元に、施設情報を検索する機能

である。施設検索画面を図３に示す。画面の左上にお客さまの

リクエスト文章を入力し、検索を実行すると、画面中央にお客

さまの要望にあった施設の一覧がマッチ度の高いもの順に表示

される。一覧表示された施設の情報は図４に示すような画面で

見ることができる。図４の画面では、施設に関する説明文と共

に、口コミサイトから収集した口コミ情報、地図情報や近隣施

設の情報なども一度に閲覧することができる。お客さまはこれ

らの情報を見ながら実際に訪問したい施設を選定する。

　施設検索画面（図３）の右下では、検索結果の情報をリクエ

ストとのマッチ度、お客さまの趣味嗜好属性とのマッチ度の2

次元グラフで表示しており、これらの満足度合いを見ながら施

設を選定することも可能である。

4.2  プラン生成機能
　お客さまが選択した施設を効率的にまわれるように、本システ

ムでは、旅行プランを生成し、提示する機能を持っている（図５）。

旅行プランの日程に余裕がある場合は、選択した訪問施設に類

似する施設やお客さまの趣味嗜好にマッチする施設を補充して

旅行プランを作成する。訪問順序は、旅行コンテンツ上に記載

された住所情報から緯度経度を算出し、距離的に近い施設から

まわれるようにしている。

4.3  パック旅行情報検索機能
　プラン生成機能で作成した旅行プランに最も類似するパック

旅行を検索する機能である。本システムでは、いくつかの旅行

代理店がインターネット上に公開しているパック旅行の情報も

収集しており、これらのパック旅行情報と生成した旅行プラン

との比較により、類似のパック旅行を検索することもできる。

4.4  パック旅行情報比較機能
　パック旅行情報検索機能で検索したパック旅行でお好みの

物をいくつか選択して、これらを比較することもできる（図６）。

比較画面では、代金やホテル、訪問観光地など、項目ごとに

比較することができる。

　お客さまはこの比較画面を閲覧し、自分の要望に最も合うパッ

ク旅行を選定し、その旅行代理店で申し込みをすることになる。

図５  プラン生成画面図３  旅行情報検索画面

図４  旅行情報詳細画面

図６  パック旅行比較画面
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　本稿では、旅行施設の検索を対象に新しく考案した検索手

法の詳細と、その検索手法を用いて開発した旅行プラン提示

システムの概要について述べた。

　今回報告した検索手法では、ユーザが旅行で体験したい要

求や絞込みに関する条件などを文章形式のリクエストから抽

出して、要求に合った旅行施設を検索することが可能である。

　本件検索方式を用いて、いくつかのリクエストについて評

価を行ったところ、簡単なリクエストタイプAに関しては、ほ

ぼ満足のいく結果が得られたが、少し複雑なリクエストタイ

プBに関しては、満足できないケースが存在した。今後は本検

索手法で参照している外部知識や評価指標を充実させていく

と共に、ランキング手法も改善を行っていく予定である。

　なお、今回開発した旅行プラン提示システムは、今後試験

運用を行い検索結果の妥当性について検証すると共に、検索

リクエストのリクエストパタンの拡張とその解決方法の検討

も進める予定である。
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表1 リクエストから抽出する検索条件

条件項目　　　　　　抽出条件　　　　   例　　　特記事項

主体条件

絞込み
条件

ランキン
グ指標

名詞条件

外部知識
　条件

動詞条件

地域条件

修飾条件

外部評価
　条件

・外部知識として登録している
  もの

・夜景
・フランス
  料理

・「場所」や「所」
  など一般的でな
  いもの

・ 「名詞」のキーワード
・ 連続する名詞は連続のパタ  
　ンで複合名詞として切り出す。

・ 「形容詞」または「副詞」
・ 名詞で次の語が「な」または、
   「の」のもの

 ・「動詞」で、「修飾条件」
    とならないもの

・「名詞-固有名詞-地域」＋
  「助詞」となっているもの

・ 外部評価が必要な表現として
   登録しているもの

・人気の
・有名な

・美しい
・高級な

・ロンドンで

・眺める
・食べる

・世界遺産
・作家

・「する」などの特
  別な動詞以外

比較項目　　　　サーチエンジン　　　　　　　本手法

名詞条件

外部知識
　条件

動詞条件

地域条件

修飾条件

外部評価
　条件

・指定したキーワードを含むコンテン
ツのみが検索される。

・リクエストとして「世界遺産」が指
定された場合、そのキーワードが
記述されたコンテンツのみが検索
される。

・指定された動詞（「勉強したい」等）
を含むコンテンツのみが検索される。

・地域を限定するリクエスト（「ロン
ドンで」等）があった場合、その都
市名が記載されたコンテンツの
みが検索される。

・「美しい」などの指定があった場合、
その記述があるコンテンツのみが
検索される。

・「有名な」などの指定があった場合、
「有名な」が記述されたコンテン
ツのみが検索される。

・指定したキーワードを含むコンテン
ツに加え、シソーラス辞書で定義
された、関連キーワードを含むコン
テンツも検索される。

・リクエストとして「世界遺産」が指
定された場合、外部知識を用いて、
世界遺産に該当する施設全てが
検索対象となる。

・指定された動詞（「勉強したい」等）
が体験できる施設が検索される。

・地域を限定するリクエストがあっ
た場合、実際にその都市に存在
するコンテンツのみが検索される。

・「美しい」などの指定があった場合、
その記述があるコンテンツが優先
的に提示される。

・「有名な」などの指定があった場合、
事前に定義した有名度に応じて、
お勧めのコンテンツが提示される。

5.1 検索方式
　検索結果の詳細な妥当性評価に関しては、今後試験運用を

行い、その中で評価していく予定であるが、まずは、２.２節で

定義したリクエストタイプAおよび、Bに分類されるリクエス

トをいくつか試し、いくつかのリクエストを用いて妥当性評

価を行った。

　その結果、シンプルなリクエストタイプAに関しては、概ね

良好な結果が得られた。ただし、リクエストタイプBに関して

は、満足できる検索結果が得られない場合がいくつかあった。

これは、外部知識や評価指標を充実させていくと共に、ラン

キング手法を改善することにより対応できると考えている。

5.2  システム機能比較
　今回開発した検索方式を適用した旅行提示システムと既存

のサーチエンジンとの機能面での比較 を行った結果を表３に

示す。

比較項目　　　 Google   Yahoo     Amazon   本システム
リクエスト形式
　キーワード形式
　自由文形式
リクエスト分析
　リクエスト文の解析
類似検索
　シソーラス辞書の利用
　検索候補表示
　（代替キーワード表示）
　外部知識の利用
ランキング項目
　リクエストとのマッチ度
　利用者の趣味嗜好
　とのマッチ度
　並べ替え
表示形式
　一覧表示
　2次元グラフ表示
　地図表示
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表３ 他の検索サービスとの比較

表２  従来手法との比較




