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ハイパリンクで結ばれた隣接ページの内容に基づくWebページの

ためのTF-IDF法の改良
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Improvement in TF-IDF Scheme for Web Pages Based on the Contents of Their

Hyperlinked Neighboring Pages

Kazunari SUGIYAMA†, Kenji HATANO†, Masatoshi YOSHIKAWA††,
and Shunsuke UEMURA†

あらまし ベクトル空間法に基づいた情報検索システムでは，文書を特徴づけるために，しばしば TF-IDF法
が用いられる．しかし，Web ページのようなハイパリンク構造を有する文書の場合には，ハイパリンクで結ば
れた隣接ページの内容を利用することによって，より正確にWeb ページの内容を特徴づけられると考えられる．
そこで本論文では，ハイパリンクで結ばれた隣接ページの内容を用いて，Web ページ向けに TF-IDF 法を改良
するための手法を提案し，その手法の有効性を確認する．
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1. ま え が き

World Wide Web（WWW）は，その利用者にとっ

て様々な情報を入手するための有用な情報源である．

Web検索エンジンが格納しているWeb ページ数は，

約 30億ページ以上といわれており [1]，その数が今後

増加し続けるのは明らかである．したがって，Web上

の価値ある情報を見つけ出すことは，利用者にとって

困難となる一方である．こうした状況の中で，Web検

索エンジンは，価値ある情報を効率的に見つけるため

に，最もよく使われる方法の一つである．また，Web

検索エンジンは，Webページの特徴付けの方法に基

づいて二つの世代に分類される [2]．Webの初期段階

に開発された第 1世代の検索エンジンにおいては，木

構造で表現可能な半構造化文書であるWebページの，

根に近い部分に存在する titleタグで囲まれた単語など

が，そのWebページの索引として利用されているだ

けであった．したがって，こうした特徴付け手法では，
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利用者はその検索精度に満足することができなかった．

このような問題に対処するために，第 2世代の検索エ

ンジンにおいては，Web ページのハイパリンク構造

が考慮されている．例えば，PageRank [3] は検索エ

ンジンGoogle（注1）[4]に，HITS（Hypertext Induced

Topic Search）[5] は，CLEVER プロジェクト [6] に

おける検索エンジンとして，それぞれ適用されている

アルゴリズムである．これらのアルゴリズムは，ハイ

パリンク構造を利用してWebページを重み付けする

ことにより，第 1世代の検索エンジンに比べて，より

高い検索精度を実現している．しかしながら，これら

のアルゴリズムは，(1) Webページに対する重みが単

に定義されているにすぎない，(2)ハイパリンクで結

ばれたWebページ間の内容の関連性が考慮されてい

るわけではない，という欠点があるため，利用者の検

索語に適合しないWebページが，しばしば検索結果

の上位に順位付けされるという問題が依然として残っ

ている．

これらの問題点を考慮すると，検索語に適合した

Webページを利用者に提供するためには，より正確に

Webページの内容を表現する手法を開発することが

（注1）：http://www.google.com/
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必要であると考えられる．そこで，対象Webページ

へリンクしているWebページ（以下，in-linkページ

と呼ぶ），対象WebページからリンクしているWeb

ページ（以下，out-linkページと呼ぶ）の両方を考慮

した上で特徴ベクトルを計算する必要があると考えら

れる．本論文では，あらかじめ TF-IDF法 [7]に基づ

いて作成されたWebページの特徴ベクトルを，その

Webページの in-linkページ，out-linkページの特徴

ベクトルに基づいて改良する手法を提案し，その有効

性を確認するための評価実験の報告を行う．我々の手

法は，第 2世代の検索エンジンと比較して，ハイパリ

ンクで結ばれた隣接するWebページの内容を，対象

とするWebページの内容に反映させることによって，

より正確にWebページを特徴づけられる点に新規性

がある．

本論文の構成は次のとおりである．2.では，WWW

のハイパリンク構造を利用した関連研究について述べ

る．3.では，ハイパリンクで結ばれた隣接ページを用

いることによって，Webページの特徴ベクトルを改良

する新たな手法を提案し，4.では，その提案手法を評

価するための実験結果を示し，その結果について考察

する．最後に 5. では，本論文のまとめと今後の課題

について述べる．

2. 関 連 研 究

ハイパリンク構造はWWW の特徴の一つであり，

WWWの利用者はこのハイパリンク構造を通じて巨大

なWWW空間を容易にめぐることができる．したがっ

て，Web情報検索に関する多くの研究が，WWWの

ハイパリンク構造に着目している．本章では，WWW

のハイパリンク構造を利用した情報検索システムの関

連研究，特に，「最適な文書粒度」の概念に基づいた情

報検索システム，及びWeb ページに対する重み付け

アルゴリズムである HITS と PageRank について振

り返る．

2. 1 「最適な文書粒度」の概念に基づいた情報検

索システム

Tajimaら [8]は，Web構造解析の結果である “cuts”

という概念を使う技術を，WWW に対する検索単位

として提案した．また，このシステムは，(1)すべての

検索語を含む極小部分グラフをWWW ハイパリンク

構造から見つけること，(2) 極小部分グラフ内のキー

ワードの局所性に基づいて，それぞれの極小部分グラ

フに関して検索語に対する類似度を計算すること，に

よって複数の検索語を含む検索結果を順位付けするよ

うに拡張されている [9]．これらの研究に続いて，Li

ら [10]は複数のWebページから構成される文書に対

して，一つの極小検索単位となる “information unit”

という概念を導入し，この単位によるWebページ検

索のための新たな枠組みを提案した．しかし，これら

の手法は，ハイパリンク構造を解析し，Webページの

意味を発見するために，相当な処理時間を必要とし，

また，利用者が指定した検索語に適合しない検索単位

を発見することもしばしば起こり得る．更に，これら

のシステムが返す検索結果は，ハイパリンクで結ばれ

たいくつかのWebページに，複数の検索語が分散し

ているため，利用者はその検索結果を直感的に理解し

がたいという問題も存在する．

2. 2 HITSアルゴリズム

HITS アルゴリズム [5] は，CLEVER プロジェク

ト [6] の検索エンジンに適用されている．このアルゴ

リズムは検索語に依存し，その検索結果となるページ

にリンクしている，あるいは検索結果となるページか

らリンクされているページの集合 S を考慮する．S

において，多くのWebページからリンクされている

ページは「オーソリティ」，また，多くのWebページ

にリンクしているページは「ハブ」と呼ばれる．すな

わち，より良いオーソリティは良いハブからリンクさ

れ，より良いハブは良いオーソリティへリンクしてい

る．H(p)，A(p) をそれぞれ，Web ページ p のハブ

スコア，オーソリティスコアとすれば，これらの値は

すべてのページ p に対して，次式を満たすように定義

される．

H(p) =
∑

u∈S|p→u

A(u), A(p) =
∑

v∈S|v→p

H(v),

ここで，H(p) と A(p) はすべてのページ p に対して

正規化される．これらの値は繰り返し定められ，S の

リンク行列の優固有ベクトルに収束する．しかし，こ

のアルゴリズムは，in-link ページ数が少なく，かつ

out-linkページ数が多いようなWebページ p の場合

には，p のハブスコアが大きくなるため，繰り返し計

算を行った場合に，p がリンクするWebページに関

して，ハブスコアの和として求められるオーソリティ

スコアが，極端に大きくなるという問題点がある．こ

の問題点を解決するために，拡張された HITSアルゴ

リズムも，いくつか提案されている [11]～[15]．
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2. 3 PageRankアルゴリズム

PageRank アルゴリズム [3] は，現在閲覧している

Web ページに対して，利用者が全く無関係な Web

ページへ確率 d で遷移する状態と，そのWebページ

からのリンクを確率 1 − d でたどる状態がモデル化

されている．更に，既にたどったハイパリンクをさか

のぼり，一度閲覧したページには決して戻らないとい

うことが仮定されている．この過程はマルコフ連鎖を

使ってモデル化され，それぞれのページに滞在する定

常確率が計算される．この確率の値は検索エンジン

Googleのランキング機構の一部として使われている．

ここで，C(a) をWebページ a から外へ向かうリン

ク数とし，Webページ p1～pn が，Webページ a に

リンクしているものと仮定する．このときWebペー

ジ a の PageRankの値 PR(a) は次式で定義される．

PR(a) = d + (1 − d)

n∑
i=1

PR(pi)

C(pi)

ここで，d の値は経験的におよそ 0.15～0.2の間に定

められる．他のページの重みは，そのページにおける

リンク数によって正規化される．PageRankは繰り返

しアルゴリズムを使って計算することができ，正規化

されたWebのリンク行列の優固有ベクトルに対応す

る．このアルゴリズムの主な問題は，(1) Webページ

の内容が解析されていないため，Webページの重要

度が検索語に関係なく定義される，(2) 特定の有名サ

イトが上位に順位付けされる傾向がある，という点に

ある．したがって，より正確な検索結果を得るために，

本アルゴリズムを拡張したアルゴリズムが提案されて

いる [16], [17]．

3. 提 案 手 法

2. 1 で述べたように，「最適な文書粒度」の概念に

基づいた情報検索システムは，検索結果が利用者に理

解しがたいという問題点があった．また，HITSアル

ゴリズム，及び PageRank アルゴリズムにおいても，

(1) Webページに対する重みが単に定義されているに

すぎない，(2)ハイパリンクで結ばれたWebページ間

の内容の関連性が考慮されていない，という問題点が

あった．これらの問題点に基づけば，Webページの内

容を正確に表現するために，ハイパリンクで結ばれた

隣接ページの内容を反映させてWebページの特徴ベ

クトルを生成すべきであると考えられる．そこで，本

論文では，あらかじめ TF-IDF法に基づいて生成され

たWebページの特徴ベクトルを，その隣接ページの

特徴ベクトルに基づいて改良する手法を提案する．

以下，特徴ベクトルを生成する対象Webページを

ptgt と表す．また，ptgt から別のWebページへ最短

でたどることのできる経路数を i と定義し，ptgt から

i 番目の階層には，pi1 , pi2 , · · · , piNi
までの Ni 個の

Webページがあるものと仮定する．更に，ptgt の特

徴ベクトル wptgt を次のように表す．

w
ptgt = (w

ptgt

t1
, w

ptgt

t2
, · · · , wptgt

tm
) (1)

ここで，m は Web ページ集合中における単語の異

なり数であり，tk(k = 1, 2, · · · , m) はそれぞれの単語

を表す．また，TF-IDF法を用いて，wptgt の各要素

w
ptgt

tk
を次のように定義する．

w
ptgt

tk
=

tf(tk, ptgt)∑m

s=1
tf(ts, ptgt)

· log Nweb

df(tk)

(k = 1, 2, · · · , m) (2)

ここで，tf(tk, ptgt) は対象Web ページ ptgt におけ

る単語 tk の頻度を，Nweb はWebページ集合中にお

けるWeb ページの総数を，df(tk) は単語 tk が出現

するWeb ページ数を表す．以下，wptgt を「初期特

徴ベクトル」と呼ぶことにする．更に，wptgt を改良

した特徴ベクトルw′ptgt を式 (3)のように表し，

w
′ptgt = (w

′ptgt

t1
, w

′ptgt

t2
, · · · , w′ptgt

tm
) (3)

w′ptgt を「改良特徴ベクトル」と呼ぶことにする．ま

た，以下において，m 次元の二つのベクトル，

a = (a1, a2, · · · , am), b = (b1, b2, · · · , bm)

間の距離 dis(a, b) を，式 (4)のように定義する．

dis(a, b) =

√√√√ m∑
k=1

(ak − bk)2 (4)

本論文では，式 (2) で定義される TF-IDF 法に基

づいた，式 (1) の初期特徴ベクトル wptgt を改良す

る手法として，以下で説明する三つの手法を提案す

る．なお，以下において，順方向とは ptgt からリンク

しているページ（out-linkページ，図 1 (a)，図 2 (a)，

図 3 (a) において，ptgt より下方向）へたどることを，

逆方向とは ptgt へリンクしているページ（in-linkペー

ジ，図 1 (a)，図 2 (a)，図 3 (a) において，ptgt より

上方向）へたどることを，それぞれ表す．
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(a) (b)

図 1 手法 I による特徴ベクトルの修正法
Fig. 1 The improvement of a feature vector as performed by Method I [(a) in the

Web space, (b) in the vector space].

(a) (b)

図 2 手法 II による特徴ベクトルの修正法
Fig. 2 The improvement of a feature vector as performed by Method II [(a) in the

Web space, (b) in the vector space].

3. 1 手 法 I

この手法では，対象ページ ptgt から，逆方向に L(in)

階層まで，順方向に L(out) 階層までのすべてのWeb

ページの特徴ベクトルを，対象ページ ptgt の特徴ベク

トルに反映する．これは，(1) ptgt の近隣には，ptgt

の内容に類似したWebページが存在する，(2)そうし

たWebページは，ベクトル空間において，対象ページ

のすぐ近くに存在することもあれば，対象ページから

離れて存在する場合もある，という考えに基づいてお

り，初期特徴ベクトル wptgt の各要素に，ベクトル空

間における wptgt と，ptgt の in-linkページ，out-link

ページの特徴ベクトル間の距離を反映することによっ

て，改良特徴ベクトル w′ptgt を作成する．

例えば，図 1 (a) は，ptgt から逆方向，順方向に 2
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(a) (b)

図 3 手法 III による特徴ベクトルの修正法
Fig. 3 The improvement of a feature vector as performed by Method III [(a) in

the Web space, (b) in the vector space].

番目までの階層におけるすべてのWebページの特徴

ベクトルを，wptgt に反映することによって，w′ptgt

が作成されることを示している．図 1 (a) において，

pij(in) と pij(out) は，それぞれ ptgt から逆方向，順

方向に i 番目の階層における j 番目のページに対応す

る．更に，図 1 (b)は，ptgt の in-linkページ，out-link

ページのそれぞれの特徴ベクトルを，初期特徴ベクト

ル wptgt に反映することによって，改良特徴ベクトル

w′ptgt が作成されることを示している．本手法におい

て，w′ptgt の各要素 w
′ptgt

tk
は，予備実験によって式

(5)を用いる．

w
′ptgt

tk
= w

ptgt

tk

+
1

Dim


L(in)∑

i=1

Ni(in)∑
j=1

w
pij(in)
tk

Ni(in) · dis(wptgt ,w
pij(in) )




+
1

Dim


L(out)∑

i=1

Ni(out)∑
j=1

w
pij(out)
tk

Ni(out) · dis(wptgt ,w
pij(out) )




(5)

式 (5)は，式 (2)の TF-IDF法によって計算される初

期特徴ベクトル wptgt における単語 tk の重み w
ptgt

tk

に対して，対象ページ ptgt の in-linkページ pij(in) に

おける単語 tk の重み w
pij(in)
tk

とベクトル空間におけ

る，wptgt と w
pij(in) 間の距離 dis(wptgt ,w

pij(in) )

の逆数との積が，ptgt から L(in) 階層までのすべての

in-linkページに関して加えられることを示している．

同様に，対象ページ ptgt の out-linkページ pij(out) に

おける単語 tk の重み w
pij(out)
tk

とベクトル空間におけ

る，wptgt と w
pij(out) 間の距離 dis(wptgt ,w

pij(out) )

の逆数との積が，ptgt から L(out) 階層までのすべて

の out-linkページに関して加えられることを示してい

る．ここで，Dim は索引語の数を表し，式 (5) の第

2項と第 3項がもとの索引語の重み w
ptgt

tk
の値よりも

支配的になることを防ぐ目的で導入している．

3. 2 手 法 II

本手法では，まず，対象ページ ptgt から，逆方向

に L(in) までの各階層においてWebページ群 Gi(in)

を，また，順方向に L(out) までの各階層においてWeb

ページ群 Gi(out) を構成する．次に，Gi(in) と Gi(out)

から生成されるクラスタの重心ベクトルを，初期特徴

ベクトル wptgt に反映することによって，改良特徴

ベクトル w′ptgt を作成する．本手法は，ptgt から順

方向，逆方向の各階層におけるWebページは，その

各階層においていくつかの話題に分類されるという考

えに基づく．更に，ベクトル空間における wptgt とク

ラスタの重心ベクトル間の距離を，初期特徴ベクトル
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wptgt の各要素に反映する．すなわち，まず，式 (6)，

(7)によって定義されるWebページ群 Gi(in)，Gi(out)

を構成する．

Gi(in) = {pi1(in) , pi2(in) , · · · , piNi(in)
} (6)

Gi(out) = {pi1(out) , pi2(out) , · · · , piNi(out)
} (7)

(i = 1, 2, · · · , L)

次に，K-平均アルゴリズム [18] を用いて，この

Gi(in)，Gi(out) において，K 個のクラスタを作成す

る．重心ベクトルw
gic(in)，w

gic(out) (c = 1, 2, · · · , K)

が，Gi(in) と Gi(out) においてそれぞれ作成され，こ

れらの各重心ベクトル w
gic(in) ,w

gic(out) と初期特徴

ベクトル wptgt 間の距離を wptgt の各要素に反映する

ことによって，改良特徴ベクトル w′ptgt を作成する．

例えば，図 2 (a) は，ptgt から，逆方向，順方向

に 2 番目までの各階層において，Web ページ群

G1(in) , G2(in) , G1(out) , G2(out) を作成し，これらの各

Webページ群において作成された各クラスタの重心

ベクトルを初期特徴ベクトル wptgt に反映することに

よって，改良特徴ベクトル w′ptgt を作成することを

示している．また，図 2 (b) は，それぞれのクラスタ

の重心ベクトルを初期特徴ベクトル wptgt に反映する

ことによって，改良特徴ベクトル w′ptgt が作成され

ることを示している．本手法において，w′ptgt の各要

素 w
′ptgt

tk
は，予備実験によって式 (8)を用いる．

w
′ptgt

tk
= w

ptgt

tk

+
1

Dim


L(in)∑

i=1

K∑
c=1

w
gic(in)
tk

dis(wptgt ,w
gic(in) )




+
1

Dim


L(out)∑

i=1

K∑
c=1

w
gic(out)
tk

dis(wptgt ,w
gic(out) )




(8)

式 (8)は，式 (2)のTF-IDF法によって計算される初期

特徴ベクトルwptgt における単語 tk の重み w
ptgt

tk
に対

して，Webページ群 Gi(in)(i = 1, 2, · · · , L(in)) から

作成されるクラスタ cの重心ベクトル w
gic(in) の単語

tk の重み w
gic(in)
tk

と，ベクトル空間における，wptgt

と w
gic(in) 間の距離 dis(wptgt ,w

gic(in) ) の逆数との

積が，ptgt から逆方向に L(in) までの各階層において

生成されるすべてのクラスタの重心ベクトルに関して，

同様に，Web ページ群 Gi(out)(i = 1, 2, · · · , L(out))

から作成されるクラスタ c の重心ベクトル w
gic(out)

の単語 tk の重みw
gic(out)
tk

と，ベクトル空間における，

wptgt と w
gic(out) 間の距離 dis(wptgt ,w

gic(out) ) の

逆数との積が，順方向に L(out) までの各階層におい

て生成されるすべてのクラスタの重心ベクトルに関し

て加えられることを示す．また，Dim は索引語の数

を表し，式 (8)の第 2項と第 3項がもとの索引語の重

み w
ptgt

tk
の値よりも支配的になることを防ぐ目的で導

入している．

3. 3 手 法 III

本手法は，対象ページ ptgt から，逆方向に L(in) ま

で，順方向に L(out) までの階層に存在するWebペー

ジはいくつかの話題から構成されるという考えに基

づく．この考えに従って，ptgt から，逆方向に L(in)

まで，順方向に L(out) までの階層に存在するすべて

のWebページの集合に対してクラスタリングを行い，

生成されたクラスタの重心ベクトルを初期特徴ベクト

ル wptgt に反映することによって，改良特徴ベクト

ル w′ptgt を作成する．更に，ベクトル空間における

wptgt とクラスタの重心ベクトル間の距離を，wptgt

の各要素に反映する．すなわち，まず，式 (9)，(10)

によって定義されるWebページ群 Gi(in) , Gi(out) を

作成する．

Gi(in) = {p11(in) , p12(in) , · · · , p1N1(in)
,

p21(in) , p22(in) , · · · , p2N2(in)
,

pi1(in) , pi2(in) , · · · , piNi(in)
} (9)

Gi(out) = {p11(out) , p12(out) , · · · , p1N1(out)
,

p21(out) , p22(out) , · · · , p2N2(out)
,

pi1(out) , pi2(out) , · · · , piNi(out)
} (10)

(i = 1, 2, · · · , L)

次に，この Gi(in) と Gi(out) において，K-平均ア

ルゴリズムを用いて K 個のクラスタを作成する．重

心ベクトル w
gc(in) と w

gc(out) (c = 1, 2, · · · , K) が，

それぞれ Gi(in) と Gi(out) において作成され，これら

の各重心ベクトルw
gc(in)，w

gc(out) (c = 1, 2, · · · , K)

と初期特徴ベクトル wptgt 間の距離を wptgt の各要

素に反映することによって，改良特徴ベクトル w′ptgt

を作成する．

例えば，図 3 (a)は，ptgt から逆方向，順方向に 2番

目までの階層において，Webページ群 G2(in)，G2(out)

を作成し，これらのWebページ群において作成された

クラスタの重心ベクトルを，初期特徴ベクトル wptgt
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に反映することによって，改良特徴ベクトル w′ptgt が

作成されることを示したものである．また，図 3 (b)

は，それぞれのクラスタの重心ベクトルを，初期特徴

ベクトル wptgt に反映することによって，改良特徴ベ

クトル w′ptgt が作成されることを示している．本手

法において，w′ptgt の各要素 w
′ptgt

tk
は，予備実験に

よって式 (11)を用いる．

w
′ptgt

tk
= w

ptgt

tk

+
1

Dim

(
K∑

c=1

w
gc(in)
tk

dis( wptgt ,w
gc(in) )

)

+
1

Dim

(
K∑

c=1

w
gc(out)
tk

dis(wptgt ,w
gc(out) )

)

(11)

式 (11)は，式 (2)のTF-IDF法によって計算される初

期特徴ベクトル wptgt における単語 tk の重み w
ptgt

tk

に対して，Webページ群 Gi(in) から作成されるクラス

タ c の重心ベクトル w
gc(in) における単語 tk の重み

w
gc(in)
tk

と，ベクトル空間における wptgt と w
gc(in)

間の距離 dis(wptgt ,w
gc(in) ) の逆数との積が，同様

に，Web ページ群 Gi(out) から作成されるクラスタ

c の重心ベクトル w
gc(out) における単語 tk の重み

w
gc(out)
tk

と，ベクトル空間における wptgt と w
gc(out)

間の距離 dis(wptgt ,w
gc(out) ) の逆数との積が，クラ

スタの数 K に関して加えられることを示す．手法 I，

IIで述べたように，もとの索引語の重み w
ptgt

tk
と比較

して，式 (11) の第 2項と第 3 項の値が支配的になる

ことを防ぐために，索引語数を Dim を導入している．

4. 評 価 実 験

4. 1 実 験 環 境

3. で述べた三つの手法は，ワークステーシ

ョン（CPU: UltraSparc-II 480MHz×4，Memory:

2GByte, OS: Solaris8）上に Perlによって実装され，

TREC（Text REtrieval Conference）WT10 g テス

トコレクション [19]を用いて，検索精度を確かめるた

めの実験を行った．このテストコレクションは，オー

ストラリアの CSIRO（Commonwealth Scientific &

Industrial Research Organization）（注2）が，1997年に

Internet Archive（注3）によって収集されたWebページ

の一部を利用して作成したものであり，約 169 万の

Webページ（10GBytes）と，テストコレクション中

の各 Web ページに対する in-link ページ，out-link

ページの情報，検索課題集合，適合文書集合などから

構成される． ここで，検索課題集合は Excite（注4）の

検索語のログに基づいて 50個の課題が作られ，図 4

のように，検索要求を記述した title フィールド，検

索語を満たす文章を記述した descriptionフィールド，

適合文書の判断の基準を記述した narrativeフィール

ドから構成される．

我々は，このテストコレクション中のWebページ

に対して，不要語リスト（注5）に基づいて，不要語を取

り除き，Porter Stemmer [20]（注6）を用いて語幹処理を

行った．また，図 4 を一例とする 50個の検索課題集

合それぞれに対して，titleフィールドに含まれる単語

を用いて，式 (12)で表される検索語ベクトル Q を作

成した．

Q = (qt1 , qt2 , · · · , qtm ) (12)

式 (12) において，tk(k = 1, 2, · · · , m) は索引語を表

し，各要素 qtk は，式 (13)のように定義される．

� ✏
<num> Number: 462

<title> real estate and new jersey

<desc> Description:

Find documents that contain residential

real estate listings within New Jersey.

<narr> Narrative:

Documents containing realtor data such

as point of contact, address, web site

or email address are considered as a

real estate listing are are relevant.

Listings of commercial real estate for

sale or auction are not relevant.
✒ ✑
図 4 WT10g テストコレクションにおける topic の記

述例
Fig. 4 An example of topic descriptions in WT10g

test collection.

（注2）：http://www.csiro.au/

（注3）：http://www.archive.org/

（注4）：http://www.excite.com/

（注5）：ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart/english.stop

（注6）：http://www.tartarus.org/%7Emartin/PorterStemmer/
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qtk =

(
0.5 +

0.5 · Qf(tk)∑m

k=1
Qf(tk)

)
· log Nweb

df(tk)
(13)

(k = 1, 2, · · · , m)

ここで，Qf(tk), Nweb, df(tk) は，それぞれ，検索語

ベクトル Q の中に含まれている索引語 tk の数，Web

ページの総数，単語 tk が出現するWebページ数を表

す．文献 [21]で報告されているように，式 (13)は検索

精度を最も良くする検索語ベクトルの成分である．更

に，3.で述べた改良特徴ベクトル w′ptgt と検索語ベ

クトル Q との間の類似度 sim(w′ptgt ,Q) を式 (14)

によって計算する．

sim(w′ptgt ,Q) =
w′ptgt ·Q

|w′ptgt | · |Q| (14)

4. 3 での実験結果の評価は，この sim(w′ptgt ,Q) の

値に基づいて，平均適合率による検索精度を用いて

行った．この平均適合率 P̄ は，検索語 qi に対する適

合文書数を Rqi(i = 1, 2, · · · , Nq)，上位 Rqi までに

システムが出力した適合文書数を Relqi とすれば，式

(15)のように表される．

P̄ =
1

Nq

Nq∑
i=1

Relqi

Rqi

(15)

本論文では 50個の検索課題集合 (Nq = 50) について，

sim(w′ptgt ,Q) の値に基づいて出力された上位 1000

件のWebページに対して，式 (15)を適用して評価を

行った．

4. 2 実 験 手 法

3.で述べた三つの手法，手法 I，II，III に関して，

以下のように対象ページ ptgt に対する改良特徴ベク

トル w′ptgt を作成し，その検索精度を比較する実験

を行った．

[手法 I]

(a) ptgt から逆方向に L(in) までの階層におけるす

べてのWebページの内容を初期特徴ベクトル wptgt

に反映する場合，

(b) ptgt から順方向に L(out) までの階層における

すべてのWebページの内容を初期特徴ベクトル wptgt

に反映する場合，

(c) ptgt から逆方向に L(in) まで，順方向に L(out)

までの階層におけるすべてのWebページの内容を初

期特徴ベクトル wptgt に反映する場合．

[手法 II]

(a) ptgt から逆方向に L(in) までの各階層におい

て作られるWebページ群から生成されるクラスタの

重心ベクトルを初期特徴ベクトル wptgt に反映する

場合，

(b) ptgt から順方向に L(out) までの各階層におい

て作られるWebページ群から生成されるクラスタの

重心ベクトルを初期特徴ベクトル wptgt に反映する

場合，

(c) ptgt から逆方向に L(in) まで，順方向に L(out)

までの各階層において作られるWebページ群から生

成されるクラスタの重心ベクトルを初期特徴ベクトル

wptgt に反映する場合．

[手法 III]

(a) ptgt から逆方向に L(in) までの階層における

すべてのWebページから構成されるグループによっ

て生成されるクラスタの重心ベクトルを初期特徴ベク

トル wptgt に反映する場合，

(b) ptgt から順方向に L(out) までの階層における

すべてのWebページから構成されるグループによっ

て生成されるクラスタの重心ベクトルを初期特徴ベク

トル wptgt に反映する場合，

(c) ptgt から逆方向に L(in) まで，順方向に L(out)

までの階層におけるすべてのWebページから構成さ

れるグループによって生成されるクラスタの重心ベク

トルを初期特徴ベクトル wptgt に反映する場合．

なお，手法 I，II，III とも，(a) の場合には 1 <=
L(in) <= 5，(b)の場合には 1 <= L(out) <= 5，(c)の場

合には 1 <= L(in)，L(out) <= 5 と変動させ，更に手法

II，IIIの場合には，クラスタ数 K を 1 <= K <= 5 と

変動させて改良特徴ベクトル w′ptgt を作成し，その

検索精度を比較する実験を行った．

4. 3 実験結果及び考察

図 5 は，手法 I(a)，(b)，(c)の各場合において，そ

れぞれ L(in)，L(out)，[L(in)，L(out)] の値を，変動さ

せた場合の平均適合率の変化を，図 7～図 9 は，それ

ぞれ手法 II(a)，(b)，(c) の各場合において，クラス

タ数 K の値を変動させた場合の平均適合率の変化を，

図 10～図 12 は，それぞれ手法 III(a)，(b)，(c)の各

場合において，クラスタ数 K の値を変動させた場合の

平均適合率の変化を示したグラフである．なお，提案

手法との比較を容易にするため，各グラフに TF-IDF

法を用いた場合の平均適合率も示した．この TF-IDF

法による平均適合率は，L(in)，L(out) の値，クラスタ

数 K の値に依存しないため，これらの各値に対して
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図 5 手法 I による平均適合率
Fig. 5 Average precision based on Method I.

図 6 平均類似度の分布
Fig. 6 Distribution of average similarity.

一定の値をとるものとして表示している．

各手法においては，次のような傾向が観察されてい

る [22]．手法 Iでは，図 5 によれば，対象ページ ptgt

から，逆方向に 3階層 (L(in) = 3)，順方向に 3 階層

(L(out) = 3) までに存在するWebページは類似性が

高く，ptgt の特徴をより正確に表現することに寄与

するが，ptgt から逆方向に 4 階層以降 (L(in) >= 4)，

順方向に 4 階層以降 (L(out) >= 4) のページは，対象

ページとの類似性が小さいため，ptgt の特徴をより正

確に表現する効果が現れなかった．ここで，図 6 に，

WT10g テストコレクションにおける各Web ページ

と，そのページから逆方向，順方向の各階層における

Webページとの平均類似度の分布を示す．逆方向に 3

階層 (L(in) = 3)，順方向に 3階層 (L(out) = 3) まで

に存在するWebページとの平均類似度は比較的高い

が，逆方向に 4階層以降 (L(in) >= 4)，順方向に 4階層

以降 (L(out) >= 4) に存在するWebページとの平均類

図 7 手法 II(a) による平均適合率
Fig. 7 Average precision based on Method II(a).

図 8 手法 II(b) による平均適合率
Fig. 8 Average precision based on Method II(b).

似度は，低くなっている．この事実が，平均適合率にも

影響を与えていると考えられる．また，図 5 によれば，

L(in) >= 4，L(out) >= 4 の場合には，平均適合率が低下

する傾向がうかがえる．したがって，1 <= L(in) <= 5，

1 <= L(out) <= 5 の範囲で，平均適合率を調べたこと

は，実験として妥当であったと考えられる．

手法 IIでは，図 7～図 9 によれば，対象ページ ptgt

から離れるに従って，つまり，L(in)，L(out) の値が大

きくなるにつれ，提案手法によって得られた各平均適

合率のグラフと TF-IDF 法によって得られた平均適

合率のグラフの間隔が小さくなっている．すなわち，

TF-IDF法と比較して検索精度の改善の割合が小さく

なっていることから，ptgt に対して，逆方向に 1階層

(L(in) = 1) まで，順方向に 1 階層 (L(out) = 1) ま

でに存在するWebページをグループ化して作成した

重心ベクトルは，ptgt との内容的な関連性が強いが，

ptgt から離れるにつれ，その各階層をグループ化して
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図 9 手法 II(c) による平均適合率
Fig. 9 Average precision based on Method II(c).

図 10 手法 III(a) による平均適合率
Fig. 10 Average precision based on Method III(a).

図 11 手法 III(b) による平均適合率
Fig. 11 Average precision based on Method III(b).

作成した重心ベクトルと対象ページ ptgt との内容的

な関連性は弱まるものと考えられる．

手法 III では，図 10～図 12 によれば，ptgt から

図 12 手法 III(c) による平均適合率
Fig. 12 Average precision based on Method III(c).

逆方向に 2 階層 (L(in) = 2) まで，順方向に 2 階層

(L(out) = 2) までに存在するWebページをグループ

化し，そのグループ内で生成される三つのクラスタ

(K = 3) の重心ベクトルを用いて対象ページ ptgt の

特徴ベクトルを生成した場合に，最適な検索精度が

得られている．したがって，ptgt から逆方向に 2 階

層 (L(in) = 2) まで，順方向に 2 階層 (L(out) = 2)

までに存在するWebページの話題は，クラスタ数が

3 (K = 3) の場合に最適な検索精度が得られているこ

とから，およそ三つ程度で構成される傾向にあるもの

と考えられる．

また，手法 II，III におけるクラスタ数と平均適合

率には，以下のような関係があることが分かる．まず，

手法 IIでは，図 7～図 9 によれば，K >= 3 の場合に

は平均適合率が低下する傾向が見られる．一方，手法

IIIでは，L(in) = 1，L(out) = 1 の場合には，式 (8)，

式 (11)から分かるように，手法 IIと同じ結果となる

が，L(in) >= 2，L(out) >= 2 の場合には，K >= 4 とな

ると，平均適合率が緩やかに低下する傾向が見られる．

したがって，手法 II，IIIにおいて，クラスタ数 K に

関して 1 <= K <= 5 の範囲で平均適合率を調べたこと

は，実験として妥当であったと考えられる．

以上の結果を要約した表 1 は，Web ページの特

徴ベクトルを TF-IDF 法を用いて生成した場合の平

均適合率と，3. で述べた三つの手法それぞれにおい

て，最適な検索精度が得られた場合の結果を示して

いる．手法 I では，対象ページ ptgt から逆方向に 3

階層 (L(in) = 3) までにおけるすべてのWebページ

の内容を初期特徴ベクトル wptgt に反映する場合に，

手法 II では，対象ページ ptgt から，逆方向に 1 階

層 (L(in) = 1) までのWebページから作られるWeb
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表 1 手法 I, II, III を用いて得られた最適な検索精度の
比較

Table 1 Comparison of the best search accuracy

obtained using Method I, II, and III.

% average % improvement

precision

TF-IDF 11.31 −
手法 I (L(in) = 3) 15.30 +3.99

手法 II (L(in) = 1, K = 2) 14.74 +3.43

手法 III (L(in) = 2, K = 3) 16.23 +4.92

ページ群から二つのクラスタ (K = 2) を作成し，そ

れらの重心ベクトルを初期特徴ベクトル wptgt に反

映する場合に，また，手法 IIIでは，対象ページ ptgt

から，逆方向に 2 階層 (L(in) = 2) までにおけるす

べてのWeb ページから作られるWeb ページ群から

三つのクラスタ (K = 3) を作成し，それらの重心ベ

クトルを初期特徴ベクトル wptgt に反映する場合に，

TF-IDF法と比較して検索精度が最も良くなっている．

また，表 1 によれば，手法 I，II，IIIのいずれの場合

においても，(a)の実験，すなわち，対象ページ ptgt

の in-link ページを利用することで，最適な検索精度

が得られている．これは，あるWebページから逆方向

へたどる場合には，そのページと内容の類似したWeb

ページに到達しやすいが，順方向へたどる場合には，

対象ページの内容と異なる様々なページに到達するた

めであると考えられる．すなわち，Webページの特性

の一つとして，ある対象ページに対する in-linkページ

には，その対象ページの内容に適合するページが多く

存在するという性質が挙げられると考えられる．2. 2

で述べたように，HITSでは多くのWebページにリン

クしているページを「ハブ」と定義し，これを in-link

ページと考えてWebページの良質さを表す「オーソ

リティ」を定義している．また，in-linkページの重要

性に着目して，あるページから逆方向に巡回するため

のツールも開発されている [23]．表 1 の結果は，本研

究においても in-link ページの有用性が示された一例

であると考えることができる．

4. 4 検索精度に関する考察

文献 [19]によれば，TREC-9 Web Trackにおいて，

リンク情報を利用した手法によって得られた各参加

チームが用いた手法の概略と平均適合率は表 2 のとお

りである．なお，手法の詳細については，表中に示し

た文献を参照されたい．表 2 によれば，文献 [24] に

よるHITSを基本とした手法で 4.88%，文献 [25]によ

る HITSを改良した手法で，5.91%，6.37%という平

表 2 リンク情報を用いたWT10g の平均適合率
Table 2 Average precision of WT10g using link

information.

Group outline of % average

each approach precision

文献 [27] anchor text 20.00

anchor text + long query 18.38

文献 [26] content-link 16.31

4gram content-link 17.94

文献 [24] cocitation top 10 16.30

cocitation top 50 13.37

HITS 4.88

文献 [28] Okapi + probabilistic augmentation 17.36

文献 [29] anchor text 12.50

variant of anchor text 12.88

文献 [30] back link frequency 10.62

文献 [25] modified HITS 5.91

modified HITS with weighted links 6.37

均適合率しか得られていない．一方，表 1 によれば，

我々の提案手法によって得られた結果のうち，最適な

平均適合率は 16.23%であり，これは，文献 [26] や文

献 [24] で得られた結果に相当し，Webページの特徴

付け手法として十分有効性があり，信頼できる結果で

あると考えられる．

5. む す び

本論文では，Webページの内容をより正確に表現す

るために，ハイパリンクで結ばれた隣接ページの特徴

ベクトルを用いてWebページ向けに TF-IDF法を改

良する手法を提案した．我々の手法は，これまで行わ

れていなかったハイパリンクで結ばれた隣接するWeb

ページの内容を，Web ページの特徴ベクトル生成の

際に反映する点に新規性がある．もちろん，これまで

に提案されている HITSや PageRankと併用すれば，

更なる検索精度の向上が期待できる．

本論文では，Web ページのより正確な特徴ベクト

ルを生成することを目的として，Webのハイパリンク

構造に注目した．しかしながら，利用者の実際の検索

要求を満足するためには，巨大なWWW空間から適

切なWebページを発見することが重要である．した

がって，より利用者個人に適合した情報を提供する技

術についても，今後研究を進めていく予定である．
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