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Abstract: Web百科事典Wikipediaは，さまざまな国の人々によって言語版が編集されている．作
成する記事はユーザの自由に任されているため，各言語版はそれぞれが異なる発展をしている．本研
究では各言語版Wikipedia間に存在する差異を分析し，ある言葉や出来事に対する興味や関心の違
いを提示するシステムを作成している．当システムによって興味や関心という評価が困難な性質に対
する指標を与え，言語間で比較を行えるようにすることを目指している．また実際に作成したシステ
ムを使用し評価を行ったところ，システムの成果とともに問題点も判明した．

1 はじめに

Wikipediaには従来の通常の百科事典とは異なる特
徴が存在するが，そのうち最も重要なのは，インター
ネットを利用する一般のユーザによって記事が作成され
ていることである．特別な資格や許可は不要で，誰でも
自分が好きな事柄についての記事を作成できる．その結
果，Wikipediaに収録されている記事数は非常に多く，
なかには通常の百科事典には掲載されないテーマのも
のも含まれている．Nguyenらの研究 [1]や Suchanek

らの研究 [2]はWikipediaの膨大な文書を分析し，セ
マンティックWebのための知識ベースを構築する試み
である．
さらに通常の百科事典と異なるのは，言語版が違う

と内容も違うという点である．Wikipediaでは英語版
や日本語版をはじめとして，2010年 1月現在で 250を
超える言語版が運営されている [3]．Erdmannらの研
究 [4]は 2つの言語版のページを解析し，語の翻訳対を
自動抽出する試みである．各々の言語版Wikipediaは
その言語の利用者によって編集されていて，それぞれ
の言語版は独立している．そのためある言語版に存在
する記事が他の言語版では存在しない，あるいは逆に，
ある言語版でのみ欠落している記事がある，といった
言語間の差異が生じている．
本研究ではそのような言語間の差異を，各言語版の

特徴を示すものとして分析し，比較するシステムを提
案する．その結果，ある話題に対する言語・文化・国に
よる興味や関心の違いを捉えることを目的としている．
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2 Wikipedia

WikipediaはWikiシステムを基盤としたWeb上の
百科事典である．発足以来成長を続け，2010年 1月現在
では 250を超える言語版が運営され，記事総数は 1000

万件以上となっている [3]．ただし言語版によって規模
に格差があり，記事数が 10万件を超えているのは 30

言語版に満たない．最も規模が大きい言語版は英語版
であり，その記事数は 300万件以上と群を抜いている．
日本語版は 6番目に記事が多い言語版であり，記事数
は約 64万件である．表 1は記事数の多い言語版を先頭
から 15個挙げたものである．

表 1: 各言語版Wikipediaの統計 (2010年 1月 7日現在)

記事数の順位 言語 記事数
1 英語 3,143,922

2 ドイツ語 1,002,981

3 フランス語 894,808

4 ポーランド語 663,985

5 イタリア語 644,050

6 日本語 642,673

7 オランダ語 579,107

8 スペイン語 546,577

9 ポルトガル語 533,342

10 ロシア語 475,471

11 スウェーデン語 341,437

12 中国語 288,860

13 ノルウェー語 242,076

14 フィンランド語 225,671

15 カタルーニャ語 217,792
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2.1 ページの種別

Wikipediaを構成するWebページにはいくつか種類
があるが，特に重要で本研究でも利用するページが記
事とカテゴリである．
記事
記事とはWikipedia内における通常の百科事典の項目
に相当するページである．タイトルと記事内容を持ち，
1記事につき 1つの事柄について記述されている．
カテゴリ
カテゴリは他のページを分類するためのページである．
記事と同様にタイトルを持ち，ユーザによって設定さ
れるが，記事内容は持たない．カテゴリにカテゴリを
設定することも可能で，階層的なカテゴリ構造が構築
されている．

2.2 言語間リンク

Wikipediaではページに対して言語間リンクという
特別なハイパーリンクを設定することができる．言語
間リンクは他の言語版に存在する同一概念のページへ
のナビゲーションとして使用される．言語間リンクは
人手で設定される他に，リンク先を再帰的に探索し未
設定の言語間リンクを見つけ，元のページに追加する
ボットによって付与されることもある．

図 1はWikipediaのページの構造の例である．日本
語版には “外部キー”と “参照整合性”という記事があ
り “データベース”というカテゴリに属している．“外
部キー”は英語版の “Foreign key”と言語間リンクで繋
がっている．また “データベース”も英語版のカテゴリ
“Databases”と繋がっている．

図 1: Wikipediaの構造例

2.3 言語間の差異

Wikipediaでは一定のルールのもとに記事は自由に
記事を作成できることとなっている．そのため収録さ
れている記事は実際に参加しているユーザの興味や関
心を反映するようになる．また各言語版のWikipedia

はお互いに独立して運営されているため，言語版ごと
の特徴が次第に現れる．表 1に記事数の統計を示した
が，上位の言語版が下位の言語版の事柄をすべて含ん
でいるわけではない．ある言語版にのみ存在する事柄，
ある言語版でのみ欠落している事柄，ある事柄が存在
する言語版と存在しない言語版に分かれているものな
ど，様々な場合がある．
本研究ではこのような言語版ごとの記事の有無の差

異を獲得・分析し，他の言語毎との比較を行い，ある
話題に対する言語・文化・国による興味や関心の違い
を捉えることを目的としている．例えば日本語版にお
いて他の言語版よりも多く記事が書かている話題を見
つけたり，ある話題に関する記事が各言語版でどのく
らい作成されているか調べるといった利用法を考えて
いる．

3 言語間差異比較システム

3.1 利用するデータ

Wikipediaではサイト内のすべてのページ内容を含
んだデータを XMLファイルとして無償で公開してい
て，自由にダウンロードして使用できる．本研究では
日本語，ドイツ語，フランス語，中国語の 4つの言語
版のデータを対象とした．これらの言語版は記事数の
トップ 15に入っていることに加え，日本と中国は東ア
ジア，ドイツとフランスは西ヨーロッパというように
地理的・文化的に離れており，比較対象として有用と
考えたためである．XMLファイルは数カ月に 1度不定
期に更新されている．今回使用したのは 2009年 10月
の時点で最新であったものである．
英語版は表 1から分かるように最も記事数が多いが，

今回は使用しなかった．英語版は各言語版のハブとし
て機能しており，かえって英語特有の特徴が分かりに
くくなっているためでる．英語は多くの国で使われて
おり、国や文化との関係が薄くなっている。
表 2は使用する 4つの言語版のページ数の統計であ

る．記事数だけでなくカテゴリの数と，その記事数の
対する割合にも言語間の差異があることが分かる．ド
イツ語版は記事数が最も多いがカテゴリの割合が最も
小さい．逆に中国語版は記事数が最も少ないが，カテ
ゴリの割合が最も大きい．
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表 2: 使用する言語版のWikipediaの統計

言語 記事数 カテゴリ数 カテゴリ数/記事数
ドイツ語 1024188 71629 0.07

フランス語 854991 122832 0.14

日本語 628266 64628 0.10

中国語 277244 56102 0.20

3.2 Wikipediaデータの解析

本研究では言語間の差異を，ある話題に属する記事
の数の差異として設定している．差異の比較を行うに
は以下の 2点を定義する必要がある．

• 「話題」とは何か.

• 「話題に属している」とはどういったことか．

本研究では「話題」をカテゴリページのこととした．カ
テゴリはWikipediaが提供しているページ分類のため
のシステムであり，記事の話題を特定するのに簡便で
あると考えたためである．また「話題に属している」と
はページに対してカテゴリが設定されている状態のこ
ととした．つまり作成する比較システムとは，あるカ
テゴリにページがいくつ属しているか多言語に渡って
比較するシステムである．そのためにはページに関す
る以下のデータが必要である．

• ページ名

• ページの種別（記事あるいはカテゴリ）

• 上位カテゴリ

• 言語間リンク

ページ名は URLとして識別されるのであらかじめユ
ニークであることが保証されており，ページ名がその
ままページを一意に識別するためのキーとして利用で
きる．記事とカテゴリで同名のページ名をつけられる
が，両者は名前空間が異なるため識別可能である．
これらのデータをXMLファイルから抽出するために

筆者が開発したWikipediaデータ解析アプリケーショ
ンであるWik-IE[5]を使用した．抽出したデータは全
文検索システム Lucene[6]のインデックスファイルと
して記録した．これで図 1に示したようなページ構造
が多言語に渡ってWikipedia全体から取得できるよう
になる．

3.3 Wikipediaデータの探索

作成した比較システムは「あるカテゴリにページが
いくつ属しているか」という問いに対して，言語版ご
とに以下のデータを回答として提示する．

• カテゴリに属する記事とその名前

• カテゴリの下位カテゴリとその名前

探索アルゴリズム
比較システムは次のアルゴリズムで，3.2節で抽出した
データを探索し，必要なデータを収集する．他の言語
版における対応するカテゴリを特定するには言語間リ
ンクを使用する．言語間リンクがない場合は探索を行
わず，その旨をユーザに通知する．

1. 指定されたカテゴリのデータを取得する．

2. カテゴリに属する記事を探索結果に追加する．

3. カテゴリの下位カテゴリを取得する．

4. 3で取得したカテゴリと 1のカテゴリの名前の類
似度が一定の値以上だった場合，3のカテゴリを
探索結果に含め，再帰的に探索を続ける．類似度
が一定値に満たない場合，探索を打ち切る．

5. 下位カテゴリがなくなれば探索を終了する．

文字列の類似度による探索の打ち切り
探索アルゴリズム 4においてカテゴリ名の類似度によっ
て取得したカテゴリを検索結果に含めるかどうか判定
している．研究の過程において，Wikipediaのカテゴ
リが必ずしも適切な話題の分類を提供するものではな
いことが判明したためである．例えば “イスラム教”と
いうカテゴリを起点にページを探索すると，“バルセロ
ナオリンピックにおけるレスリング競技”という記事が
出現する．途中の経路に現れるカテゴリは間違ったも
のではないが，次第に関連性が希薄になり，最終的に
はほとんど関連のない記事になっている．これはユー
ザによるカテゴリの設定の仕方が均質ではないことが
原因で，Wikipediaのカテゴリが複数自由に付与可能
であることの短所でもある．「ある話題に属する記事の
数」を調べる上で，このように起点カテゴリと関連性
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の低いページは含めたくない．そこで探索中に出現し
たページを探索結果に含めるかどうかを判定する工程
を導入したものが探索アルゴリズム 4である．このア
ルゴリズムでは話題の上で関連性の高いカテゴリは名
前も似ているという想定のもと，起点カテゴリと探索
中に得られたカテゴリの名前の文字列の類似度が閾値
以上かどうかで判定している．カテゴリ名の類似度は
式 1で算出する．

類似度 =
|s(b(T1), b(T2))|√
|b(T1)| · |b(T2)|

(1)

式中の T1, T2 は類似度を算出する文字列である．bは
与えた文字列の bi-gram集合を得る関数である．また
sは与えた 2つの bi-gramのうち共通する bi-gram集
合を得る関数である．|b(T1)|などに使われている ||は
与えた bi-gram集合の要素数を得る関数である．閾値
を設定し，上式によって得た値が閾値以下の場合に探
索を打ち切る．今回は閾値を実験的に 0.25とした．ま
た探索を打ち切ったカテゴリは記憶しておき，比較結
果とともにユーザに提示する．

4 評価

作成した比較システムを使用して実際の比較を行っ
た．表 3は日本語版の “第一次世界大戦”を起点として
比較を行った結果である．ドイツ語版とフランス語版で
はページ数が多く，日本語版と中国語版ではページ数が
少ない．その言語を使う国の歴史的な背景がWikipedia

に反映されている例と言える．
表 4は日本語版の “データ構造”を起点として比較を

行った結果である．いずれの言語版でもページ数にほ
とんど差異がない．文化や国によって興味・関心の度
合いが左右されない話題であるといえる．
表 5は日本語版の “第二次世界大戦”を起点として比

較を行った結果である．“第一次世界大戦”と同じ傾向
の結果が得られた．しかし 3.2節の探索アルゴリズム 4

において探索が打ち切られたカテゴリに中には，“太平
洋戦争”のような起点カテゴリと関連性の高いカテゴ
リが含まれている．これは “第二次世界大戦”と “太平
洋戦争”は文字列的な類似度が低く，閾値に満たなかっ
たためである．探索の打ち切りは起点カテゴリの話題
から外れたページを排除するために行ったが，現状の
アルゴリズムでは必要なページまで排除されてしまう
場合がある．

5 おわりに

本研究ではWikipediaの多言語展開において生じて
いる差異を分析・比較し，ある事柄に対する興味・関

表 3: “第一次世界大戦”の比較結果

言語 記事数 カテゴリ数
ドイツ語 2877 52

フランス語 1402 28

日本語 343 12

中国語 67 3

表 4: “データ構造”の比較結果

言語 記事数 カテゴリ数
ドイツ語 63 1

フランス語 61 3

日本語 64 1

中国語 58 2

表 5: “第二次世界大戦”の比較結果

言語 記事数 カテゴリ数
ドイツ語 2927 40

フランス語 4237 97

日本語 878 11

中国語 376 23
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心の違いを提示するシステムを提案した．また作成し
たシステムを使用して得られたいくつかの実例を提示
した．
今後の展開において最も重要なのは，ある話題に属

する記事を正確に特定することである．本稿で示し
た手法では，話題と記事の対応関係を取得するために
Wikipediaのカテゴリ構造を利用しているが，必ずし
も正確な上位下位関係を示すものでないことが分かっ
た．また，カテゴリ名の類似度のみをページ間の意味
的な関係性の指標とすることの問題が判明した．山口
らの研究 [7]においても，Wikipediaのカテゴリのタグ
付けが，厳密に体系化されていないことが指摘されて
いる．山口らはこの問題点を解決しWikipediaから語
の is-a関係を抽出するために，ページ名のマッチング
の他に，一覧ページやテンプレートを活用している．
一覧ページとは同一の主題の記事をまとめたリスト

だけの記事であり，人手で作成されている．“国の一覧”

や “日本のプロ野球選手一覧”といったページがあり，
その一覧に適合する記事へのリンクが書かれている．こ
のリストを利用することでクラス - インスタンス関係
が高い精度で取得できることを期待している．
テンプレートとは記事内に添付される表のようなも

ので，そのページに関するデータを記載するために使
用する．動物なら動物の，テレビ番組ならテレビ番組
のテンプレートというように，そのページの主題にあっ
たテンプレートが使用されるので，上位概念を共有す
る記事を特定するために利用できると期待している．
本研究においては，記事とカテゴリのクラス - イン

スタンス関係のみが，話題と記事の関係性を表すもの
ではないと考えている．3.3節で示したように，“イスラ
ム教”の下位カテゴリには “バルセロナオリンピック”

が出現するが，“バルセロナオリンピック”の上位カテ
ゴリには “スペインのスポーツ”, “スペインの歴史”も
ある．これらのページ間にはクラス - インスタンス関
係はないが，“イスラム教”よりは関係性が高く，その
話題に関する記事がどれだけ書かれているかの指標に
なり得る．
そこでページ名，一覧ページ，テンプレート，属す

る記事内のキーワード等から，カテゴリの特徴データ
を獲得し，その比較によってカテゴリ間の関係性の重
みを算出する改善案を考えている．例えば “バルセロ
ナオリンピック”は “イスラム教”よりも，“夏季オリ
ンピック”や “スペインのスポーツ”に対して共通する
特徴が多くなるので，大きな重みを持つことを狙って
いる．
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