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Web検索結果におけるスニペット表示の一手法
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あらまし 多くの場合、検索エンジンは検索結果として URLのほかに 3行程度のテキスト (以下スニペット [3]と呼

ぶ)を返してくることが多い。必要とする情報が日付や場所、人の名前などの単純なデータの場合、ユーザはこれらの

情報をスニペットを読むだけで得られることも多い。しかしながら、キーワードがお互いに離れて出現する場合には、

スニペットは短いいくつかのテキストの断片の集合となるので、ユーザは必要な情報をスニペットから得られないこ

とも多い。そのような場合、検索エンジンは必ずしも 3行のスニペットを返すことにこだわるべきではなく、必要に

応じて 3行より長いスニペットを返すべきである。しかし、そうすると検索結果が長大になり、検索結果の一覧性が

損なわれる。本稿では、3行より長いスニペットを、小さな別ウインドウに表示することによって、検索結果の一覧

性を損なうことなく、より豊富な情報をスニペットから得られるようにする手法を提案する。
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1. ま え が き

インターネットは現在の情報化社会の情報インフラとなった。

インターネットでは情報はWebサーバ上に存在することが多

い。しかしながら、インターネットには多くのWebサーバが

存在し、それぞれのWebサーバも多くのWebページを持って

いる。ユーザはどのWebサーバが知りたい情報を持っていて、

どのWebページにそれが書かれているか、すなわち位置情報

(URL)を知っていなければいけない。さもなければユーザはイ

ンターネット上の情報を利用することができない。

それゆえ多くのユーザは検索エンジンを使って URLを検索

する。検索エンジンはあらかじめ作ってある索引を使って URL

を検索し、多くの場合 URLのほかに約 3行のテキスト (スニ

ペットと呼ばれる)を URLとともに返す。ユーザはこれらのス

ニペットに目を通して、返された URLの中からいくつかを選

択し、どのWebページを実際に閲覧するかを決定するのであ

る。そして、ユーザは実際にそれらのWebページを閲覧する

ことによって必要とする情報を得るのである。

しかしながら、必要とする情報が日付や場所、人の名前など

といった単純なデータの場合、スニペットがそれらの情報を含

んでいることが多く、それゆえ返されたスニペットを読むだけ

で必要とする情報を得ることができる。

図 1 を参照して頂きたい。これらの検索結果は、数年前ま

だ Bill Gates がマイクロソフトのチェアマンをしている時、

Google [2] を使って、” マイクロソフト” と” チェアマン” を

キーワードとして検索を行った時の、検索結果の上位 5 件で

ある。この場合ユーザは実際のWebページを閲覧する必要は

ない。なぜならば、スニペットを読むだけでマイクロソフトの

チェアマンが Bill Gatesであることを理解することができるか

らである。

Webページの中には非常に長大で重いものも存在し、そのよ

うなWebページを閲覧するには長い時間が掛かる。それゆえ

スニペットを読むだけで必要とする情報を得ることができるの

であれば理想的である。

このアイデアはキーワードがWebページ上でお互いに接近

して現れるときだけうまく働き、キーワードがお互いに離れて

現れるときにはあまりうまく働かない。なぜならば、そのよう

な場合にはスニペットは多くの短いテキストの断片になり、ス

ニペットから有効な情報を得られなくなるからである。

本稿では、3行より長いスニペットを、検索結果とは別の小

さなウインドウに表示し、検索結果の一覧性を損なうことなく、

より豊富な情報を検索結果のスニペットから得られるようにす

る手法を提案する。

本稿は以下のように構成されている。次の章では基本的なア
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図 1 簡単な質問の検索結果



イデアについて述べる。第 3章では実験結果と考察について述

べる。最後の章は本稿の結論である。

2. 基本的なアイデア

前の章では、ユーザは実際のWebページからではなく、ス

ニペットから必要な情報を得られることがあるということを述

べた。しかしあまりうまくいかないこともある。

この章では、われわれは検索結果を表示する方法を少し変更

することを提案する。

多くの検索エンジンは、URL と一緒に高々3 行程度のスニ

ペットを検索結果として返す。そこで、ユーザが 3 行のスニ

ペットではよくわからないと感じた場合のために、検索エンジ

ンが 3行より長いスニペットを返すようにするのである。

キーワードがお互いに接近してWebページ上に現れるとき

は、スニペットは一連の文章となるので、検索エンジンが 3行

だけのスニペットを返すのは適切である。しかしながら、もし

検索エンジンが 3行より長いスニペットを返すのならば、スニ

ペットが必要な情報を含んでいる可能性はより高くなるはずで

ある。

すなわち、スニペットは必ずしもすべてのキーワードを含ん

でいるわけではないが、スニペットが長くなるのにしたがって、

スニペットが必要な情報を含んでいる確率は高くなる。それゆ

え、長いスニペットは必要な情報を含んでいることが期待でき

るから、より望ましいと考えられる。

なお、本稿では検索結果の一つの表示法を提案しているので

あって、新しい検索アルゴリズムを提案しているのではない。

だから、検索エンジンは自分で新たに作成してもよいし、既存

の検索エンジンの検索結果を利用してもよい。

3. 実 験 結 果

普通ならばプロトタイプシステムを作成して実験を行うとこ

ろであるが、まだ実装は行っていないので、手作業で実験を行

い、どのようなイメージのシステムになるのかを伝えることに

する。

図 2 は、Google を使ってキーワードを「タウリン」と「効

能」として、通常の検索を行った結果である。各検索結果には

約３行のテキストのスニペットが含まれているが、それらは短

すぎるのでそれらの意味するところを理解するのは困難である。

そこで、第 1位の検索結果のスニペットをリンクテキストと

しておき、それをクリックしたとき、3行より長いスニペット

が、小さな別ウインドウに表示されるように、検索結果に手を

加えた。図 3はそのスニペットをクリックして、長いスニペッ

トが小さなウインドウに表示されているところの画面のダンプ

である。

JavaScriptを使うと、新しく開くウインドウのサイズを指定

することもできるらしいが、この実験では Googleの検索結果

に手を加えただけなので、図 2のWebページは HTMLで記述

されており、新しく開くウインドウのサイズは指定できない。

そこで手作業でウインドウをリサイズしたものが図 3である。

この図を見ると、検索エンジンの検索結果の一覧性が損なわ

れることなく、より長いスニペットが表示されており、実際の

Webページを参照することなく、知りたいことがわかるように

なっていることが理解できる。

なお、本稿ではスニペット表示の一手法を提案しているので

あって、小さなウインドウに表示されているスニペットは、適

当に選んだに過ぎず、これが最適なスニペットであると主張し

ているわけではない。

4. 結 論

本稿では、我々は長いスニペットを小さな別ウインドウに表

示することを提案し、手作業による実験結果を示した。

実験結果から、長いスニペットはその意味するところを理解

することができ、ユーザは検索結果のWebページを順次閲覧

する時間を省くことができることがわかる。

我々はたった一つの実験結果を示しただけだが、提案した手

法はスニペットを長くして別の小さなウインドウに表示すると

いうことであり、それゆえスニペットの情報は損なわれること

はない。スニペットの持つ情報はおそらく豊かになるであろう

し、少なくなることはまったくない。したがってどんな場合に

もユーザは普通の検索結果よりも多くの情報を、提案した手法

による実験結果から得ることができると考えられる。

以前筆者らは、モバイル環境において、検索結果のスニペッ

トを 3行より長くする、という手法を提案した [4]。その手法に

は、検索結果が長大になり、一覧性が損なわれてしまうという

欠点があったが、本稿で提案した手法には、そのような欠点は

存在しない。

また、デスクトップ環境にも、モバイル環境にも適用可能で

ある。

今回われわれが行った実験では、小さなウインドウに表示さ

れるスニペットは適当に選んだだけなので、どのようなスニ

ペットが最適なのかを明らかにすることは、今後の検討課題で

ある。
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図 2 検 索 結 果



図 3 スニペット


