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あらまし 現在，投稿型レシピサイトが広く利用されるようになっている．投稿型レシピサイトでは，様々な人々

が，自分が得意な料理の材料と手順を投稿し，多くの人々とレシピを共有できるようになった．しかし，投稿され

たレシピの手順は文字情報として記載されているため，手順や全体像レシピがわかりにくい．本研究では，投稿型

レシピサイトに掲載されたレシピを利用して調理を行うユーザが，投稿された料理レシピの手順を分かり安く理解

できることを目指し，料理の手順のインフォグラフィックを自動的に生成する手法を開発することを目的とする．本

手法では，材料や調理器具を表す具体的なアイコンを利用して，料理の手順をインフォグラフィックとして表現す

る．これにより，料理の初心者でも料理の手順を簡単に理解できるようにすることを目指す．
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1. はじめに

近年，クックパッド [1]を初めとする投稿型レシピサ

イトが一般的に利用されるようになった．投稿型レシ

ピサイトでは，様々な人々が，料理の材料と手順を投

稿することで，多くの人々とレシピを共有できるよう

になった．

しかし，レシピサイトに掲載されたレシピは，基本

的に写真と文字情報により構成されている．レシピに

含まれる写真は，料理前と料理後の状況を示す静的な

状態を表す写真であって，料理中の動作を示すことが

できない．そして，これらのレシピは文字情報だけの

場合もある．そのようなレシピは，普段料理に慣れて

いるユーザにとってはわかりやすい．しかし，料理の

初心者や，子どもや，もしくは外国人にとって，わか

りやすくない場合がある．また，文字が多すぎて，読

みたくない場合がある．このような問題を解決するた

めに，料理レシピをより分かりやすく表示することが

必要である．

インフォグラフィックはデータ，知識や情報を視覚

的に表現し，複雑な情報をシンプルにユーザに伝えた

い場面で用いられる可視化手法である．現在も多くの

分野で利用されている [2,3]．可視化の方法には様々な

ものが考えられる．グラフやイラストも広く利用さ

れている．これらの方法に対して，インフォグラフィ

ックを利用することで以下のような利点がある．

1. インフォグラフィックは視認性の高い表現方法

で，ユーザにより注目しやすく，覚えやすい．

2. ユーザに注目しやすい表現方法として，より広が

りやすく，宣伝の効果も期待できる．

本研究では，レシピを対象として，情報を図として

表現するインフォグラフィックを，テキストから自動

生成することを目的とする．投稿型レシピサイトの料

理レシピの手順をテキストとして使い，その手順をイ

ンフォグラフィックとして表すことを考える．ユーザ

がレシピを分かり安く理解できることと手順を間違い

なく簡単に遂行できるようにすることを目標として，

文字情報よりわかりやすい情報を増やし，インフォグ

ラフィックの生成を行う．

2. 関連研究

2.1 料理レシピの手順構造解析

これまでにも，料理レシピに関して多くの研究が行

われている．志土地ら [4,5]は，初心者に分かりにくい

表現を検出し，料理手順を補足するための説明抽出手

法について検討した．山肩ら [6]は，ユーザ投稿型レシ

ピの情報処理に関して説明した．前田ら [7]は，レシピ

文書の特徴に着目し，レシピの構造化手法を検討した．

これらの研究では，料理レシピの不足がある部分を研

究し，レシピの書き方を改良したが，対象としている

のは文章に限られている．

2.2 料理レシピの可視化

野間田 [8]らは，漠然とした検索要求下におけるレシ

ピ探索を支援することを目的とし，そのアプローチと

して情報視覚化を利用したレシピ探索システムを提案

した．紺屋 [9]らは，各レシピの食材に注目し，複数存

在する同一料理に対するレシピを鉄道路線図のように

表して差異を可視化する手法を提案している．そのよ

うな研究はレシピの探索を支援するために，可視化を

利用してレシピの関係を表す．



本研究では，ユーザが指定したレシピを分かり易く

するために，アイコンを利用した視覚的な表現である

インフォグラフィックを生成することに特徴がある．

3. 提案手法

3.1 概要

本研究では，ユーザが指定したレシピを掲載してい

るウェブページを入力とし，システムを通して，番号

付きの箇条書きの手順によるインフォグラフィックを

出力することを目標とする．まず，投稿型レシピサイ

トからレシピのデータを収集する．収集したデータか

ら，材料と箇条書きで示された手順を抽出し，材料を

アイコンとして表示する．次に，抽出した箇条書きの

手順の文章に関し，形態素解析を行ない，調理動作と

調理器具とその他の単語を抽出する．調理動作として，

「炒める」，「煮る」，「茹でる」等の，よく使う調

理動作をリストにして，その調理動作に必要な調理器

具を対応を付ける．調理器具に関してもアイコンを準

備しておき，前にアイコンとして表示した材料と調理

器具を組み合わせて，インフォグラフィックとする．

3.2 レシピ手順の構造解析

レシピから図を生成するため，まずレシピの手順の

構造を解析する．構造を明らかにする一つの方法とし

て，レシピの手順をフローグラフとして表現すること

が考えられる．寺島ら [10]は，手順テキストからフロ

ーグラフを自動生成する手法を提案している．本研究

では，寺島らの手法を参考してフローグラフを生成す

る．

クックパッドに掲載されている一つのレシピ「キム

チ豆乳坦々麺」の手順の一部を例として説明する (表
1)．

表 1 例「キムチ豆乳坦々麺」の手順の一部

１ .鍋に油，しょうが，にんにく，ねぎのみじんぎり

を入れて，香りがでるまでいためる

この手順には，材料として，「油」，「しょうが」，

「にんにく」，「ねぎ」の四つが含まれる．また，調

理動作としては，「みじんぎり」，「入れる」，「い

ためる」の 3 つが含まれている．フローグラフでは，

材料は矩形として表現し，調理動作は楕円として表現

する．材料と調理動作の関係は矢印で表す．

図 1 材料と調理動作の例

「みじんぎり」に対応する調理器具は「まな板」と

「包丁」である．また，「いためる」に対応する調理

器具は「鍋」と「フライ返し」となる．調理器具は隅

丸四角形として表現し，その関係は点線で表す．

図 2 調理動作と調理器具の例

状態を変えることが表す動作は矢印のラベルとして

記載する．

図 3 状態変化の例

図 4 例のフローグラフ

フローグラフはレシピの手順の流れを表現する．こ

の流れに従って，インフォグラフィックを生成する．

3.3 単語の分類

レシピの手順から抽出した単語を分類するために，

レシピに含まれる単語の辞書を作成する．

フローグラフを利用して，インフォグラフィックを

生成するためには「材料」，「調理動作」，「調理器

具」，「状態表現」という四種類の要素が必要である．

「材料」は，食材と調味料である．「調理器具」は，

料理する時必要な器具である．これらの２つは名詞と

して表される．これによって，抽出した名詞は材料あ

るいは調理器具として分類する．また，抽出した名詞

が動作を表している場合，「調理動作」として使う．



表 2 名詞の分類の例

材料 油，しょうが，にんにく，ねぎ

調理器具 鍋

動作 みじんぎり

ほか 香り

「調理動作」は，料理する時の動作手法である．レ

シピ中では動詞として表される．

表 3 動詞の分類の例

調理動作 入れる，いためる

ほか でる

しかし，「調理動作」は，一つのイラストとして表

現するのは難しいこともある．そのため，「状態表現」

を利用して表現する．「状態表現」の単語は以下の 4
種類に分類する．

1. 動作の名詞．この種類の単語は切り方に関する単

語が多い．例えば，「ささがき」，「細切り」，

「みじんぎり」等である．イラストとして表現す

る時には，切る前の状態と切った後の状態を表示

して表現する．

2. 調理動作．料理をする時いくつの特定の動作があ

る．例えば，「水分をとばす」，「火を止める」，

「沸騰させる」，「一煮立ちさせる」等．イラス

トとして表現する時，何を料理しているのは関係

なく，特定のアイコンを利用して表現する．

3. 順番．レシピの動作の順番を表示されていること

もある．例えば，「中火→弱火」，「溶き卵→レ

モン→バニラの順」等．

4. 食材の状態．「白菜がしんなりするまで煮る」，

「香りがでるまでいためる」等．これらの状態は，

助詞によって判断することができる．手順に，「か

ら」，「まで」，「より」のような助詞があれば，

助詞前の単語によって状態を表現する．

表 4 助詞の例

まで 香りがでるまでいためる

フローグラフのために必要な名詞，動詞，助詞以外

の，代名詞は指示する名詞として分類する．数詞は食

材と調味料の量を表示するため，材料のアイコンと一

緒に表す．接続詞はアイコンの位置を指示する．

表 5 品詞

名詞 材料と調理器具

動詞 調理動作

助詞 状態表現

代名詞 名詞用

数詞 量を表す

接続詞，接続助詞 アイコンの位置を指示する

3.4 対応付け

レシピの手順から抽出した単語には，調理器具が直

接明示されないことが多い．そのような状況の中，イ

ンフォグラフィックを生成するために必要な器具が分

かるように，あらかじめ調理動作に対して調理器具を

対応付けておく．

人手で対応付けの辞書を作る．単語辞書にある調理

動作を素材として，対応できる器具を付ける．

表 6 対応付けの例

調理動作 対応付けの調理器具

切る まな板，包丁

炒める 鍋，フライ返し

混ぜる 菜箸

上げる ざる，レードル

茹でる 鍋

チンする 電子レンジ

つける ボール

水洗い 蛇口

焼く フライパン，菜箸

塗る ナイフ

3.5 図を生成する流れ

前に示した「キムチ豆乳坦々麺」の例を用いた，イ

ンフォグラフィックを生成する流れを説明する．

(1)抽出した材料をアイコンとして表示する．

表 7 「キムチ豆乳坦々麺」の材料

材料

豚挽肉

しょうが

にんにく

ねぎ

鶏からスープ

豆乳

キムチ

中華麺

青ねぎ

豆板醤

オイスターソース

醤油

ラー油



(2)抽出した手順の文字から主となる調理動作を識

別する．その調理動作に対応する調理器具のアイコン

を選択する．表 1 の例では，「まな板」と「包丁」，

「鍋」と「フライ返し」が選択される．

図 5 アイコンとして表現した調理器具

(3)抽出した手順の文字から特殊の状態を表示する

単語を識別したら，対応するイラストを選択する．表

1 の例では，「みじんぎり」は材料の状態を変えるこ

とで，状態を変えたあとのアイコンが必要である．ま

た，「香りがでるまで」も状態を表示する言葉で，「香

り」を表現するアイコンも表示する．

図 6 特殊の状態を表示するアイコン追加した例

(4)調理器具のアイコンと特殊な状態を表示するイ

ラストの中に材料を表示するアイコンを配置する．表

1 の例には，「油」，「しょうが」，「にんにく」，

「ねぎ」の 4 つが含まれる．

図 7 材料のアイコンを加えたあと

表 1 のレシピのインフォグラフィックの例を図 7 に

示す．

4. おわりに

本論文では，料理レシピの手順をわかりやすく表現

するインフォグラフィックを自動生成する手法につい

て述べた．レシピの手順の構造を解析するため．レシ

ピの手順をフローグラフとして表現した．また，手順

から抽出した単語から辞書を生成する手法を示した．

また，「キムチ豆乳坦々麺」の例を利用して，インフ

ォグラフィックの図を生成する流れを説明し，可視化

のイメージを表した．

今後の実験では，実際にクックパッドに掲載されて

いるレシピを対象として，データを収集し，辞書を構

築して，インフォグラフィックを生成すると考える．

また，提案手法の有効性を評価するための実験を行

う．提案手法で生成された可視化表現のわかりやすさ

を被験者に評価してもらうことによって有効性を検証

する．
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