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あらましあらましあらましあらまし  ますます膨張していく Web 空間に対して，Web リンクマイニングを適用するのはコストが高い．これ

は，解析対象とする Web ページ群をどう規定し，どの Web ページ群に対して Web リンクマイニングを適用するか

を判断するために時間がかかるためである．例えば，Web ページに HITS アルゴリズムを適用する場合，話題の発

散を回避し，対象とする話題における重要度を求めるためには，事前に解析対象となる Web ページ群を絞り込まな

ければならない．しかし，解析対象とするページ群を絞り込むためには，全 Web空間からの抽出がポイントとなり

時間的コストが膨大となる．本稿では，ユーザが全 Web 空間を知ることなく，解析対象とするページ群を絞り込む

ことを可能とする手法を提案する．提案手法では，著者らが構築した Web ページ間の最短経路システムを用いて，

ユーザによって与えられたWebページ集合に関連するWebページ群を抽出し，抽出されたサブグラフに対してWeb

リンクマイニングを適用する．これによって，ユーザは解析したい Web ページ集合のみを与えるだけで解析対象と

すべき Web ページ群を自動的に抽出できる．実験では，抽出されたサブグラフに対し，PageRank を適用し，有効

性を確認した． 
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Abstract In recent years, the web grows very huge. Due to this, Web link mining becomes high cost. Because It's to take 

much time to select web pages for analyzing. For example, when applying HIT algorithm, we need to narrow down web pages 

for avoiding topic drift problem. However, the extraction from all Web space takes a huge time cost. In this paper, we propose 

novel scheme for extracting web pages for analyzing without user knows all Web space. Our scheme has following two steps.  

First, extracting sub-graph from web graph by shortest paths between source pages. We constructed a system for finding 

shortest path between web pages. Second, analyzing the subgraph by various web mining algorithms. Our Evaluation using 

PageRank algorithm shows validity results.  
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに  

Web リンクマイニングは，重要なページを発見する

ために重要であり，数々の手法が提案されている．し

かし，巨大な Web 空間に対して，Web リンクマイニン



 

 

グを適用するのは計算コストが高い．  

これは，解析対象とする Web ページ群をどう規定し，

どの Web ページ群に対して Web リンクマイニングを

適用するかを判断するために時間がかかるためである．

例えば，Web ページに HITS アルゴリズムを適用する

場合，話題の発散を回避し，対象とする話題における

重要度を求めるためには，事前に解析対象となる Web

ページ群を絞り込まなければならない．しかし，解析

対象とするページ群を絞り込むためには，全 Web 空間

からの抽出がポイントとなり時間的コストが膨大とな

る．  

本稿では，ユーザが全 Web 空間を知ることなく，解

析対象とするページ群を絞り込むことを可能とする手

法を提案する．提案手法では，著者らが構築した Web

ページ間の最短経路システムを用いて，ユーザによっ

て与えられた Web ページ集合に関連する Web ページ

群を抽出し，抽出されたサブグラフに対して Web リン

クマイニングを適用する．これによって，ユーザは解

析したい Web ページ集合のみを与えるだけで解析対

象とすべき Web ページ群を自動的に抽出できる．  

本手法により，計算コストの観点から従来は，オフ

ラインでの実行しかできなかった解析が，オンライン

で実行可能になる．今日では，様々な Web ページ群を

検索エンジンやソーシャルブックマークサービスなど

によって容易に得ることができる．これらのサービス

を用いて得られた Web ページをベースに，本提案手法

で関連するページ群を抽出し，様々なリンク構造解析

を行うことができると考えられる．   

本提案手法では，与えられたページ群の関連性を得

るために，ページ間の最短経路を用いる．我々は，約

1 億ページを対象に，Web ページ間最短経路探索シス

テムを構築しており，本システムを用いれば， 2 ペー

ジ間をリンクで辿る経路を知ることが可能である．

Web リンクマイニング手法としては，PageRank を適用

し，実験を行う．  

本稿では次のような構成をとる．2 節では，関連研

究について述べる．3 節では Web ページ間最短経路シ

ステムについて述べる．4 節では提案手法について述

べる． 5 節では実験を行った結果について述べる．6

節は本稿のまとめである．  

 

2. 関連研究関連研究関連研究関連研究  

ページ群を限定し，Web リンクマイニングを行う手

法として，Ask.com[2]が採用している ExpertRank[3]が

挙げられる．ExpertRank では，検索で得られたすべて

のページ群のリンク構造をグラフ化し，クラスタリン

グを行う．さらに，同一クラスタに含まれるページの

リンク構造を用いて，重要なページを探し出す．しか

し，ExpertRank では，ページ群であるクラスタは，検

索エンジン自身が生成したものであり，静的なもので

ある．つまり，ユーザ自身が解析対象とするページ群

を指定することができない｡これに対し，本研究は，ユ

ーザが Web 上で容易に得ることのできるページ群を

解析することを目的としており，ユーザが興味を抱い

たページ群を解析できるという点で，より汎用的であ

ると言える．  

また，Jure ら [4]は，検索エンジンより得たページ群

から，リンクをエッジとして，最小限のノードで構成

される連結グラフを生成し，得られた連結グラフを用

いて，検索結果の質とユーザが再検索を行う際の振る

舞いを予測する試みを行っている．  

 

3. Web ページ間最短経路システムページ間最短経路システムページ間最短経路システムページ間最短経路システム  

本節では，我々が構築した，Web ページ間最短経路

システムについて述べる．現在，2006 年 9 月に日本語

で書かれた Web ページを対象に収集を行った約 1 億

Web ページと約 36 億リンクを対象に，2 ページ間の最

短経路を探索することが可能となっている．本稿では，

本システムを用いる．表 1 に本システムで得られる

Web ページ間最短経路の具体例を示す．  

 

表 1. Google.co.jp から Yahoo.co.jp への最短経路  

距離距離距離距離     タイトルタイトルタイトルタイトル  / URLURLURLURL 

0 Google トップページ   

http://www.google.co.jp/ 

1 Google 人材募集  

http://www.google.co.jp/intl/ja/jobs 

2 プレスセンター  

http://www.google.co.jp/intl/ja/press/ 

3 プレス  リリース  

http://www.google.co.jp/intl/ja/press/press

releases.html 

4 Google と Yahoo! JAPAN が提携  

http://www.google.co.jp/intl/ja/press/press

rel/pressrelease4.html 

5 Yahoo! Japan 

http://www.yahoo.co.jp/ 

 

4. 提案手法提案手法提案手法提案手法  

本節では，Web サブグラフ抽出について提案手法を

述べる．  

 

4.1. 最短経路最短経路最短経路最短経路サブサブサブサブグラフのグラフのグラフのグラフの抽出抽出抽出抽出  

本手法では，Web ページ間最短経路システムを用い

て与えられたページ間の最短経路グラフを抽出する．

図 1 は，最短経路サブグラフの例である．図 1 の

A,B,C,D はあらかじめ与えられたページ群であり，中

間の丸で表現されたノードは，最短経路探索で新たに

得られたページである．  
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図 1. 最短経路サブグラフの例  

 

4.2. 最短経路の選択最短経路の選択最短経路の選択最短経路の選択  

最短経路探索においては，同値の最短距離で複数の

経路を取り得る．そのため，経路を 1 つに選択するこ

とが必要である．本稿では，次のような手法を用いて

経路を選択する．  

あらかじめ全パターンの最短経路を列挙し，得られ

た最短経路群を用いて，各ノードの Betweenness[5]を

計算する．Betweenness とは，当該ノードが，全ノー

ド間の最短経路にどれくらい含まれているかの指標で

ある．ノード i の Betweenness 値は，全てのノードの

最短経路数 m に対し，ノード i を通る最短経路数 n で

あれば，n/m で表現される．各々の経路に対し，経路

中 に 含 ま れ る ノ ー ド の Betweenness を 求 め 、

Betweenness の降順で順位付けし，最大のものを選び

出す．これにより，他の 2 点間の最短経路に最も関連

する経路を選び出すことができる．  

手順を以下に示す．  

1. 対象のページ群を Web ページ間最短経路探索シ

ステムに与え，全ノード間の全ての最短経路を

列挙する  

2. 各ノードの Betweenness を算出する  

3. 2 ノード間に含まれる複数の最短経路から，

Betweenness の合計が最大になる 1 経路のみを選

び，残りの経路を捨てる．  

 

図 2 に ， 最 短経 路 の 選 択 の 例を 示 す ． 図 中 の

A,B,C,a,bはそれぞれページを表す．Aから Bへの経路，

C から B への経路の 2 経路を取るとする．図中の (a)(b)

のグラフはそれぞれ，以下を示す．  

(a) ノード A とノード B 間において，全最短経路

（3 経路）で構成された最短経路グラフ   

(b) ノードの Betweenness の合計が最大の経路だけ

を残したグラフ  

a

A B

C

b a

A B

C

b

(a) (b)
 

 図  2. Betweenness を用いた最短経路の選択  

 

4.3. PageRank によるランキングのためのによるランキングのためのによるランキングのためのによるランキングのためのサブグラフサブグラフサブグラフサブグラフ

のシュのシュのシュのシュリンクリンクリンクリンク 

 本小節では，得られたサブグラフに対し，PageRank

アルゴリズムを用いてランキングを得るための，サブ

グラフモデルを提案する．  

 得られたサブグラフは，4.2 で提案した手法により，

入力ノード群間の経路に含まれるノードが，多くの被

リンクを獲得することができる．本特徴により，得ら

れたサブグラフを PageRank アルゴリズムでランキン

グ付けすることにより，入力ノードに関連のあるペー

ジほど高いランクを得られることが期待できる．  

しかし，得られたサブグラフをそのまま PageRank

アルゴリズムの対象とすることには問題点がある．長

い経路を持つノード間では，その経路のためだけに存

在する中間ノードがあり，2 ノードのうちゴールのノ

ードが経路の長さによってランクが上昇してしまう．

そこで，以下の条件に全て当てはまるノードを除去し，

除去されたノードに隣接するノード間に新たにエッジ

を設け，サブグラフをシュリンクする．  

条件を以下に示す．  

・ 被リンクが 1 つのみのノード  

・ 正リンクが 1 つのみのノード  

 

5. 実験実験実験実験  

本節では，得られたサブグラフの特性を考察するた

めに実験を行う．  

5.1 では，4.2 で提案した最短経路の選択法と，ラン

ダムに選択する場合で，サブグラフを構成するノード

数を比較する．関連するノードが多く選ばれていれば，

ノード数は減少する．  

5.2 では Google[6]を用いて関連のあるページ群を取

得し，ページ群を用いて 4.2 で提案した選択法でブグ

ラフを生成，4.3 で提案した手法でシュリンクを行い，

PageRank アルゴリズムを用いてランキングを得る．  

検索クエリとしては 2008 年 2 月時点での時価総額

の大きい上位 200 位までの企業名を用い，検索結果で



 

 

得られたページのうち次の条件を満たすページを入力

ノードして採用する．  

・ 最短経路探索システムに存在するページ  

・ 他の入力ノード間との経路が存在するページ  

条件を満たすページのうち，上位 10 件，20 件，30

件を入力ノードとして用いる．ただし，入力ノードの

対象が 30 件未満しか得られなかったクエリと検索結

果の 1 位が最短経路探索システムに存在しないクエリ

は評価の対象として含めない．  

評価方法としては，Google で得られた 1 位のページ

を公式サイトとしてみなし，本提案手法によって得ら

れたサブグラフを対象として PageRank アルゴリズム

を適用することによって，公式サイトが抽出されるか

どうかを判定とする．条件によりサブグラフは強連結

になるため，PageRank アルゴリズムにおいて，移転確

率は考慮しない．  

 

5.1. 提案手法での最短経路選択によるサブグラフ提案手法での最短経路選択によるサブグラフ提案手法での最短経路選択によるサブグラフ提案手法での最短経路選択によるサブグラフ

のノード数の測定のノード数の測定のノード数の測定のノード数の測定  

表 2，図 3 に，4.2 で提案した最短経路の選択法と，

ランダムに選択する場合で，サブグラフを構成するノ

ード数を比較した結果を示す．入力ノード数は 2 から

19 ノードとした．  

結果から，提案手法では，入力ノード数が増えるほ

ど，サブグラフを構成するノードがランダムに選択し

た場合と比べ少なく，入力ノードを 19 とした場合は，

ランダム選択と比べ，8 割程度で構成されることがわ

かる．  

 

表 2. 提案手法とランダム選択のノード数比較  

入力ノード数 ランダム選択 提案手法 

2 22 20 

3 51 50 

4 77 74 

5 118 106 

6 168 146 

7 225 199 

8 289 251 

9 356 303 

10 426 360 

11 504 438 

12 590 504 

13 651 547 

14 742 603 

15 840 648 

16 969 760 

17 1089 871 

18 1176 933 

19 1309 1029 
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  図  3. 提案手法とランダム選択のノード数比較  

 

5.2. 検索エンジンを用いて得られたサブグラフの検索エンジンを用いて得られたサブグラフの検索エンジンを用いて得られたサブグラフの検索エンジンを用いて得られたサブグラフのララララ

ンキングンキングンキングンキング評価評価評価評価  

検索クエリとして用いた企業名のうち，5 で示した

条件を満たすクエリは 76 クエリであった．  

表 3 に，入力ノード数ごとに，公式サイトが抽出で

きた検索クエリ数の結果を示す．  

半数以上の検索クエリで公式サイトが抽出でき，入

力ノード数を増やすと結果が改善した．  

 

表 3. 入力ノード数と公式サイトが抽出できた検索ク

エリ数  

入力ノード数 公式サイトが抽出できた検索クエリ数 

10 47 

20 51 

30 54 

 

6. まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題  

本稿では，限定されたページ群に対し Web リンクマ

イニングを適用することを目的として，Web グラフか

らページ間の最短経路のみを抽出した最短経路サブグ

ラフを用いて Web リンクマイニングを行う手法を提

案した．実験では，得られた最短経路サブグラフに対

し，PageRank アルゴリズムを適用し，公式サイトが抽

出可能かどうかを確認した．実験結果としては，半数

以上の検索クエリで公式サイトが抽出でき，入力ノー

ド数を増やすと結果が改善されることが確認できた．  

 今後の課題としては，最短経路サブグラフについて  

(1) PageRank 以外の Web リンクマイニングでの評価  

(2) 経路の選択によるサブグラフの性質の違い  

(3) サブグラフの規模による性質の違い  



 

 

を確認していくことが必要である．  
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