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近年，検索エンジンを本来の用途である検索以外に，翻訳

支援や自然言語処理等の様々なアプリケーションに利用し

ようとする研究が進んでいる．これらの研究の多くは，クエ

リに対する検索結果のヒット数を利用している．従来，検索

エンジンが返すヒット数は信頼できるという仮定のもとで

用いられてきたが，ヒット数の信頼性に対する検証は行われ

ていない．ヒット数が不正確な場合，ヒット数を利用した研

究の信頼性は疑わしいものとなる．そこで本稿では，検索エ

ンジンのヒット数に対してその信頼性の検証を試みた．検証

実験では，商用検索エンジンである Google，Yahoo! JAPAN，

Yahoo!，Live Search が提供する Web 検索 API を利用した．

検証実験の結果，Google，Live Search，Yahoo! JAPAN では

5 割から 6 割のクエリにおいて，検索エンジンのヒット数は

実際に検索結果として取得できる結果数の 100 倍以上大き

な値を取ることがわかった．また，Yahoo!では検索エンジン

から得られたヒット数と実際に検索結果として得られる結

果数がほぼ一致していることがわかった． 

 

In recent years, a number of application studies have been 

carried out in the area of both translation support and natural 

language processing by using search engines, while search 

engines themselves are originally used for searching the Web. 

Many of these studies use search engines’ hit count. 

Conventional studies assume that the hit count is reliable even 

though none of the studies have verified the reliability of 

search enginesn though none of the studies have e area of both 

translation support and natural language processing by using 

search engines, while search engines themselves engines’ hit 

count. In this experiment, we use Web search APIs provided 

by Google, Yahoo! JAPAN, Yahoo! and Live Search. The 

experiment shows that hit count, resulted from 50 to 60% of 

queries in Google, Live Search and Yahoo! JAPAN, is more 

than 100 times larger than the number of search results we can 

actually get. Moreover, the experiment shows that hit count is 

almost same as the number of search results we can actually 

get in Yahoo!. 
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1. はじめに 
これまでに，検索エンジンのヒット数を利用した研究が数

多く行われている．検索エンジンのヒット数とは，検索エン

ジンが返す，ユーザが入力したクエリに適合するWebページ

数の概算を指す．検索エンジンのヒット数は，検索エンジン

がインデックス化している全Webページにおいて，クエリキ

ーワードが出現するWebページ数の概算とみなすことがで

きる．そのため，ヒット数を利用して，翻訳支援などの自然

言語処理支援を行う研究[7][13][17]や，検索エンジンがイン

デックス化しているWebページ数の推定を行う研究[5]など

が行われている． 

これらの研究は，検索エンジンが返すヒット数が正しいと

いう仮定の下で行われている．しかし，実際には検索エンジ

ンのヒット数は，「いつ検索を実行したか」「検索開始オフ

セットをいくつにしたか」によって変化する．ここで，検索

開始オフセットとは検索結果の何ページ目を表示している

かを示すものであり，検索結果として表示されているWebペ

ージのうち，最もランキングが高いWebページのランキング

を指す．つまり，検索結果１ページにつき，10件の検索結果

を表示する設定の場合，３ページ目の検索結果を見ていると

すると，検索開始オフセットは214となる． 

検索の実行日時や検索開始のオフセットによって検索エ

ンジンのヒット数が変動する理由は，検索エンジンがヒット

数を算出するプロセスを明らかにしていないため断定する

ことはできない．しかし，現在，一般に提案されている検索

エンジンの構成から考えると，ヒット数が変動する理由とし

て，検索エンジンが持つインデックス更新の仕組み，インデ

ックスの構成，検索結果やインデックスのキャッシュが原因

であると考えられる． 

このように，ヒット数の変動は，検索エンジンの構成上や

むを得ないものであると考えられるが，我々がヒット数を研

究に用いるためにはその特徴や信頼性を知る必要がある．な

ぜなら，ヒット数の信頼性が低ければ，ヒット数を用いた研

究の信頼性も低くなるためである．しかし，これまでに検索

エンジンのヒット数の信頼性に対しての検証は行われてい

ない． 

このような背景のもと，本稿では，検索エンジンのヒット

数に対してその信頼性の検証を行う．信頼性の検証にあたっ

ては，従来実施されている検索エンジンのヒット数を利用し

た研究が，（１）複数のクエリによって得られたヒット数の

大小関係を用いたもの[7][13][17]と，（２）１つのクエリの

ヒット数の値を用いたもの[5][8]の大きく２つに分類できる

ことを踏まえ，これら２種類の利用方法におけるヒット数の

信頼性を検証する．なお，今回の検証では検索日時に依存す

るヒット数の変動については検証対象とはせず，検索開始オ

フセットの変化によるヒット数の変化を検証対象とする． 

以下，次のような構成をとる．２節では，現在の検索エン

ジンの構成について述べる．３節では，本研究の関連研究に

ついて述べる．４節では，検索エンジンのヒット数に対する

信頼性の検証方法について述べる．５節では，本研究で使用

するデータの取得方法である．６節では，検証結果について

述べ，最後に７節において本研究のまとめを述べる． 

                                                             
4実際に API に指定するオフセットとは異なる．検索エンジ

ンによっては検索開始オフセットが 0から始まる場合がある．

本論文では表記法を統一するため，検索結果の n 番目（1～）

からを出力する場合のオフセットを n として表記する． 
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2. 一般的な検索エンジンの構成とそのヒット数 
2.1. 一般的な検索エンジンの構成 

 一般的に，検索エンジンは転置インデックスを用いたブー

リアン検索モデルで構築されている[12]．転置インデックス

を用いることによって，クエリに合致する Web ページを短時

間で検索することができる．しかし，単位時間あたりのクエ

リ数が増加すると，単純に転置インデックスを用いるだけで

は高速な検索の提供が困難となる．そこで，検索エンジンは

次のような方法を用いて検索の高速化を図っている． 

・転置インデックスの分散 

システムを高速化するために，検索エンジンはシステムの

分散を図っている[15]．ユーザが検索エンジンにアクセス

をすると，検索エンジンが内部的に複数持つサーバのうち

の１つにアクセスをすることになる．検索エンジンが内部

的に持つ複数のサーバでは，それぞれインデックスを保有

する．複数のサーバを用いることにより，サーバ一台当た

りの負荷を分散し，検索の高速化を図っている． 

・転置インデックスの削減 

現在，主な検索エンジンでは，クエリに合致する Web ペー

ジのうちランキング上位一定件数(1000 件)までしか検索結

果として表示しない．そのため，検索エンジンはクローラ

によって収集した Web ページ全てをインデックス化する

必要はなく，静的なランキングが上位となる Web ページの

みインデックス化すれば十分である．転置インデックスの

規模を縮小することによって，検索エンジンは高速に検索

処理を行うことができる[1]．また，検索エンジンではクエ

リログをもとに検索結果をキャッシュ（Results Cache）す

ることによって，検索の高速化を図っている[4]．[4]では，

検索結果のキャッシュと，ページランクを用いてインデッ

クスサイズを縮小した転置インデックス（Pruned Cache）

を用いることによって，検索の高速化が図ることができた

と述べられている． 

これらの検索エンジンの構造を，簡略化した図を図 1に示す． 

2.2. ヒット数に関する考察とヒット数の定義 

 2.1 で述べたように，検索エンジンが縮小された転置イン

デックスを利用していることを考えると，ヒット数に対して

次のような考察を行うことができる． 

・ヒット数は縮小転置インデックスにインデックス化されて

いる Web ページ，つまり静的なランキングが上位の Web

ページより統計的に算出されている 

つまり，検索エンジンのヒット数で示される検索結果の Web

ページ全てを検索結果としては表示できないことを意味し

ている． 

また，Yahoo!が公開している Web 検索 API リファレンスに

は，ヒット数は検索結果を用いて算出しているため，検索開

始オフセットと結果表示数（何件同時に表示するか）によっ

て変化する可能性があることが記載されている[11]．この文

章は，検索結果として表示する件数が多いほど，推定を行う

際のサンプル数が多くなるため，ヒット数として正確な値が

算出できることを意味している． 

上記を踏まえた上で，本稿での検証に使用する 3 種類の検

索エンジンのヒット数を定義する．なお，「検索を行うこと

によって実際に取得できた結果数」は，検索結果の「次へ」

をクリックしていった時に，実際に検索結果として表示され

る検索結果（Web ページの URL）の総数を示す． 

 
 
 
 
 

 検索エンジンの構成を考えると，[11]で説明されている通

り，hlは hfより正確なヒット数となることが推定できる．  

 

3. 関連研究  
本節では検索エンジンのヒット数の信頼性に関連する研

究を紹介する．松尾ら[12]は「検索エンジンはクエリに対応

するヒット数が取得可能な範囲（m 件以下;一般的には 1,000

件）に収まっていた場合に常に正確なヒット数を返す」とい

う前提のもと，複数の検索結果から統計的に正確なヒット数

を推定する手法を提案している．具体的には，クエリ q に対

応する正確なヒット数を次のような手順で求める． 

・q を含む文章に普遍的に含まれていると考えられるキーワ

ード（以後，プローブ語と呼ぶ）を求め 

・q とプローブ語を用いて AND 検索を行うことによってヒ

ット数を取得可能な範囲（m件以下）に落とし込み 

・プローブ語を加えることによって減少したであろうヒット

数を統計的に求めることにより，q に対応する正確なヒッ

ト数を求める 

しかし，松尾らの手法では，「検索エンジンはクエリに対

応するヒット数が取得可能な範囲（m件以下）に収まってい

た場合に常に正確なヒット数を返す」という前提に基づいて

いる．すなわち，AND 検索を行い取得したヒット数が m 件

以下となった場合，そのヒット数は正しいと仮定している．

しかし，検索エンジンが最終的に上位にランキングされるで

あろう Web ページのみを保持していた場合，AND 検索の結

果得られたヒット数は正確なものとはならない．そのため，

松尾らの手法で推定した結果はすでに誤差が含まれた結果

から推定を行ってしまう可能性がある．さらに，ヒット数が

取得可能な範囲に収まっていた場合に常に正確なヒット数

を返すとも限らない． 

これに対して，本稿では，「検索結果数が取得可能な範囲

内であっても信頼できるとは限らない」という前提を置き，

ヒット数の検証を行う．  

 

4. 検索エンジンのヒット数の検証手法 
検索エンジンのヒット数を用いた研究は，1 節でも述べた

ように，（１）複数のクエリによって得られたヒット数の大

小関係を用いたもの[7][13][17]と，（２）１つのクエリのヒ

 
図 1．検索システムの構成図 

検索開始オフセットが１のときのヒット数   ：hf 

検索開始オフセットが最大のときのヒット数  ：hl 

検索を行うことによって実際に取得できた結果数：hr 
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ット数の値を用いたもの[5][8]の大きく２つに分類できる．前

者の研究では，複数クエリ間においてヒット数の大小関係が

変化した場合に，後者の研究では，ヒット数の変動が発生す

るだけで問題となる．そこで本研究では， 

・ヒット数の変動がどの程度の変動幅をもつか 

・複数のクエリ間におけるヒット数の大小関係の変化がどの

程度発生するか 

の 2 点について検証を行う．  

4.1. ヒット数の変動幅の検証 

２節において，検索エンジンの構成より検索開始オフセッ

トが大きいほどヒット数の値は正確であると考えられるこ

とについて述べた．そこで本稿では，より正確であると考え

られる，検索開始オフセットが最大のときのヒット数 hl と，

多くの研究で最もよく利用されているヒット数である検索

開始オフセットが 1 のときのヒット数 hfの比較を行い，これ

らの間にどの程度の差が存在しているのか検証する．また，

hlと実際に取得することができた検索結果数 hrとの比較も行

い，実際に取得できた結果数とヒット数の間にどの程度の差

が存在しているのかについても検証する．なお，実際に取得

することができた検索結果数として正確な値を用いるため

に，hrを比較に用いる際には，hrが取得可能な結果数（1000

件）未満に収まったクエリにおいてのみ用いる． 

4.2. 複数のクエリ間におけるヒット数の大小関係の変化に

対する検証 

複数のクエリ間におけるヒット数の大小関係の変化を調

べるために，検索開始オフセットが 1のときのクエリペア q1，

q2 に対するヒット数 hf1，hf2 と，検索開始オフセットが最大

のときの q に対するヒット数 hl1，hl2 を比較し，ヒット数の

大小関係の入れ替わりが発生しているかどうかを検証する． 

 

5. データセット取得方法 
5.1. 使用する検索エンジンと検索時の設定 

本研究では，日本において広く利用されている Yahoo! 

JAPAN[10]，Google[3]，Live Search[6]の 3 つの検索エンジン

が提供する Web 検索 API と，米国の検索エンジンである

Yahoo![9]が提供する Web 検索 API を利用して実験を行う． 

Web検索APIは各検索エンジンがアプリケーションを通して

検索が可能なように API を設けているもので，実際に Web

ブラウザから検索を行った検索結果と異なる場合がある[2]．

しかし，多くの場合，検索エンジンを用いた研究は Web 検索

API を通して行われる．そこで，本研究でも Web 検索 API

を通して実験を行う． 

これらのWeb検索APIを用いて検索を行う際の設定を表 1

に示す．基本的な方針として，フィルタの影響を無くすため

可能な限りオフにするように設定を行った． 

5.2. クエリキーワードの選択手法 

本研究では，３節で述べたように AND 検索による不定要

因をできるだけ排除するため，検索エンジンが保有する転置

インデックスのキーとなっていると考えられるクエリキー

ワードを選択する方針をとった5．以下に，クエリキーワード

の選出方法（図 2）を示す． 

(1) 日本語版 Wikipedia の項目名よりランダムに 8,000 個の

キーワード候補セットを作成する． 

(2) 作成したキーワード候補セットを，Yahoo! JAPAN が提

供をしている日本語形態素解析 Web サービスを用いて

形態素解析を行う．形態素解析を行った結果，1 形態素

かつ名詞であるキーワードのリストを作成する． 

(3) (2)において作成したキーワードリストをクエリとして，

Web ブラウザより Google で検索を行う．それぞれのク

エリに対して得られた検索結果からキャッシュを選択

し，ハイライトされているキーワード6が単独であるキ

ーワードのリストを作成する． 

 (2)では，Yahoo! JAPAN が公開している形態素解析を利用

することにより，Yahoo! JAPAN において検索インデックス

のキーとして用いられているキーワードを推定している．ま

た，(3)では，Google の形態素解析の結果を利用することに

より，Google において検索インデックスのキーとして用いら

れているキーワードの推定している． 

(1)～(3)によって，最終的に 500 個のキーワードからなるキ

ーワードリストを作成した．実際に抽出されたキーワードの

例として，「ごま油」，「クロロフィル」，「Mathematica」，「札」，

「永字八法」等がある． 

5.3. ヒット数の取得方法 

ここでは，5.2 で述べた手法によって選出されたクエリを

用いて，ヒット数を取得する方法について述べる． 

                                                             
5 実際の検索エンジンにおいては，n-gramが利用されている

可能性もあり，転置インデックスのキーとなっていることを

保証することはできない．しかし，検証で用いるクエリが，

検索エンジン内部で AND 検索となることをできる限り避け

るための処置として実施した． 
6 Google の検索結果においてキャッシュを選択すると，クエ

リキーワードがキャッシュされている文章中でハイライト

される．ハイライトが行われる際に，クエリキーワードが分

割，色分けされて結果として表示をされる．本稿ではこの分

割されている 1 要素が，Google が形態素解析を行った形態素

となっていると仮定を置いている． 

表 1．Web 検索 API の検索設定 

  Google 
Yahoo! 
JAPAN 

Live 
Search 

Yahoo! 

１度に取得する 

結果数 
10 10 10 10 

類似フィルタ off off off off 

アダルトフィルタ off off off off 

検索対象とする

言語 
全言語 全言語 日本語 日本語 

 

 
図 2．クエリキーワード選択手法 
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本研究では，あるクエリ q を用いて検索を行った際の，検

索開始オフセットが 1 の時のヒット数 hf，検索開始オフセッ

トが最大の時のヒット数 hl，検索を終えた際に実際に取得す

ることができた結果数（Web ページ数）hr を求め比較した．

具体的には， q に対し，以下の手法を適用した． 

・検索開始オフセットが 1 のときの q に対するヒット数 hf

を求める 

・その後，検索開始オフセットを 10 ずつ増加させて検索結

果を繰り返し取得し，それ以上検索結果が得られなくなっ

た時点で表示されているヒット数 hfを求める 

・また，同時点で実際に検索結果として表示された Web ペー

ジ数を hrをとして求める． 

 

6. 検証結果 
6.1. ヒット数の変動幅に対する検証結果 

まず，検索開始オフセットが最大のときのヒット数 hlと，

検索開始オフセットが 1のときのヒット数 hfの関係を調べる．

図 3～図 6 に，hlと hfの関係を両対数グラフにプロットした

図を示す．なお，Google は検索開始オフセットが最大のとき

の検索エンジンが返すヒット数を実際に取得できた検索結

果数に揃える調整を行っていたため，「検索開始オフセット

が最大になった検索時の直前のオフセットを用いた検索に

よって得られるヒット数」を hlとして用いた（6.2 における

検証でも採用）．具体的には，図 7 に示すように，hr が 500

件以下の場合，hlを hrと同じ値を返すといった傾向がある． 

次に，任意のクエリにおける hlに対する hfの変動率 rdを， 

𝑟𝑑 =
 𝑙 − 𝑓  

𝑙
 

と定義すると，それぞれの検索エンジンにおける rd の平均と

分散は図 3～図 6 中に示した値となる．図中の値に示される

通り，hf と hl の値が必ずしも一致しておらず，平均で

4.7%(Live Search)～63.7%(Yahoo!)の変動があることがわかる．

また，分散は Live Search や Yahoo! JAPAN では 0.047～0.125

と小さいが，Google は 0.609，Yahoo!は 1.761 と大きな値に

なっている．このことから，hlを hfの代わりに使う必要性が

高いことがわかる． 

hrと hlの関係 

続いて，hlの信頼性を検証するため，検索を行うことによ

って実際に取得できた結果数 hrと，hlの値にどれだけの差異

が生じているかを調べた．hrと hlの関係をプロットした図を

図 8～図 11 に示す．なお，図中の要素数とは hrが取得可能

な結果数（1000 件）未満に収まったクエリの数である． 

Google，Live Search，Yahoo! JAPAN において，hrは hlと

 
図 3．Google における hlと hfの相関図 

 
図 4．Live Search における hlと hfの相関図 

 
図 5．Yahoo! JAPAN における hlと hfの相関図 

 
図 6．Yahoo! における hlと hfの相関図 

 
図 7．hrに対する，検索開始オフセットが 

最大のときの検索エンジンが返すヒット数 

（Google 要素数:410） 
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大きな差が存在している．一方，図 11 をみると，Yahoo!に

おいて hrと hlがほぼ等しい．また，どの検索エンジンでも，

検索エンジンが返すヒット数 hl は hr を下回ることがほとん

どない． 

ここで，実際に取得できた検索結果数 hr に対する検索開

始オフセットが最大のときのヒット数hlの増加率 rgを次のよ

うに定義する． 

𝑟𝑔 =
𝑙

r
 

rg を各検索エンジンについて求め，その rg の値を 0%＜rg≦

102%0，102%＜ rg ≦103%，…，108%＜ rg ≦109%の範囲

に分類する．そして，クエリ全体の何%がその範囲の rg をも

つのか計算した結果を表 2 に示す．表 2 から，hrに対して hl

が 10,000%より大きくなっているのは，Google では全体の

61.46％，Live Search では全体の 58.82%，Yahoo! JAPAN では

全体の 48.48%，Yahoo!では 0%となっていることがわかる． 

この結果より，Google，Live Search，Yahoo! JAPAN では 5

割から 6 割のクエリにおいて，検索開始オフセットが最大の

ときのヒット数は，検索エンジンから実際に得られた結果数

の 100 倍以上大きな値を取ることがわかる．また，Yahoo!で

は検索開始オフセットが最大のときのヒット数と検索エン

ジンから実際に得られた結果数がほぼ等しいことがわかる． 

検索結果数の信頼性の観点からすると，現段階では，hlと 

hr の内，どちらがより正しいかを判断することができない．

しかし，「hr が実際の検索結果数として採用すべき正しい検

索結果数である」と仮定すると，検索開始オフセットが最大

のときのヒット数 hlは，Yahoo!を除き 5～6 割のクエリにお

いて実際の検索結果数の 100 倍以上の値になっており，信頼

性に乏しい値であると考えられる．なお，hlと hrの内，どち

らがより正しいかという点と，Yahoo!のみが 99.06%の確率で

hr=hlとなる理由の解明については，今後の課題である． 

6.2. 複数のクエリ間におけるヒット数の大小関係の入れ替

わりに対する検証 

複数のクエリ間においてヒット数の大小関係の入れ替わ

りがどのように発生しているのか検証を行った．まず，4.2

で述べた検証手法を，検索に使用した 500 のクエリキーワー

ドの組み合わせによって作成したキーワードペアに対して

適用し，hfと hlの間の大小関係の入れ替わりがどの程度発生

しているのかについて調査を行った．結果を表 3 に示す．表

3 における 2 つのクエリ間におけるヒット数の大小関係の入

れ替わり発生率は次の式より求められる． 

入れ替わり発生率 =
大小関係の入れ替わりの発生数

クエリの組み合わせ数
 

表 3 では，Yahoo! JAPAN のみクエリの数が 498 件となっ

ているが，これは Yahoo! JAPAN において検索時の不具合に

 
図 8. hrに対する hl  (Google 要素数:410) 

表 2．各検索エンジン毎の rgの分布 

 
Google Live Search Yahoo! JAPAN Yahoo! 

0%＜rg≦10
2% 3.41% 7.49% 26.52% 99.06% 

102%＜ rg ≦10
3% 14.63% 10.43% 6.06% 0.94% 

103%＜ rg ≦10
4% 20.49% 23.26% 18.94% 0.00% 

104%＜ rg ≦10
5% 22.44% 32.35% 9.85% 0.00% 

105%＜ rg ≦10
6% 25.12% 17.38% 18.94% 0.00% 

106%＜ rg ≦10
7% 10.49% 6.95% 11.36% 0.00% 

107%＜ rg ≦10
8% 3.41% 1.87% 6.06% 0.00% 

108%＜ rg ≦10
9% 0.00% 0.27% 2.27% 0.00% 

合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 
図 9．hrに対する hl  (Live Search 要素数:374) 

 
図 10．hrに対する hl  (Yahoo! JAPAN 要素数:132) 

 
図 11．hrに対する hl  (Yahoo! 要素数:106) 
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よって 2件のクエリに対して正常に検索結果が取得できなか

ったためである． 

表 3 より，Google，Yahoo!では大小関係の入れ替わり発生

率が，それぞれ 1.4%，2.7%とどちらも1%を超えるのに対し，

Live Search，Yahoo! JAPAN では 0.3%，0.2%と大小関係の入

れ替わり発生率が低い．Live Search，Yahoo! JAPAN において

このように低い入れ替わり発生率が生じる理由は，これらの

検索エンジンでは検索開始オフセットにあまり影響を受け

ずに，ヒット数を算出しているためだと考えられる． 

次に，表 4 は，実際に検索結果として得られる検索結果数

hf と hr の大小関係の入れ替わり発生率を示したものである．

表 4に示すようにYahoo!を除いて 30～40%前後の入れ替わり

が発生している．なお，ここでの hrも，hrが取得可能な結果

数（1000 件）未満に収まったクエリのみの結果を用いた． 

どの検索エンジンを用いた場合にも，それぞれの検索エン

ジンにおいて入れ替わり発生率は，hf と hl の間では，高々

3%である．しかし，hf と hr の間での入れ替わり発生率は，

Yahoo!を除き 30～40%となる．また，6.1 でも述べたように，

現段階では，hlと hrの内，どちらがより正しいかを判断する

ことができない．このため，ヒット数の大小関係を利用する

場合は，検証対象とした検索エンジンの中では，Yahoo!を用

いるのが最もよいと判断できる． 

 

7. おわりに 
本論文では検索結果のヒット数に対する信頼性の検証を

行った．具体的には，検索を行った際に一番はじめに表示が

されるヒット数を hf，一番最後の検索結果を閲覧していると

きに表示されるヒット数を hl，実際に取得することができた

ヒット数を hrとして，その関係性より検索エンジンのヒット

数の検証を行った．500 個のクエリを用いた検証の結果，hf

と hl の間には，平均で 4.7%(Live Search)～63.7%(Yahoo!)の

変動があることがわかった．また，Google，Live Search，Yahoo! 

JAPAN では 5 割から 6 割のクエリにおいて，検索エンジンか

ら得られたヒット数はhrの100倍以上大きな値を取ることが

わかった．さらに，Yahoo!では検索エンジンから得られたヒ

ット数と hrが近い値を持つため，Yahoo!は，複数のクエリ間

においてヒット数の大小関係を判定する用途に最も適して

いることがわかった． 

今回の実験は，2008 年 11 月 10 日から 11 月 18 日にかけ

て収集をしたデータを対象に実験を行った．本論文で記載し

た傾向は，今後検索エンジンのシステムの仕様変更などによ

って変化をする可能性がある． 

今後は hf，hl，hrの関係から正しい検索結果数を予測する

手法について検討を行う予定である． 
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表 3．２つのクエリ間における hf，hlの大小関係の 

入れ替わり発生率 

  クエリ数 組み合わせ数 発生数 発生率 

Google 500 124,750 1,732 1.4% 

Live Search 500 124,750 357 0.3% 

Yahoo! JAPAN 498 123,753 297 0.2% 

Yahoo! 500 124,750 3,361 2.7% 

 

表 4．２つのクエリ間における hf，hrの大小関係の 

入れ替わり発生率 

  クエリ数 組み合わせ数 発生数 発生率 

Google 410 83,845 23,015 27.4% 

Live Search 374 69,751 27,124 38.9% 

Yahoo! JAPAN 132 8,646 3,596 41.6% 

Yahoo! 106 5,565 321 5.8% 

 


