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あらまし 次世代WEBであるWEB2.0では, RSS, AJAXなど新技術の発展に従って、閲覧者側は様々なメディア

による豊かなWEBコンテンツの利用と、今までの単なる閲覧する立場を超え、自由に参加することも可能となった．

しかしながら、こうした閲覧者のWEBへの参加はあくまでコンテンツの書き込むことであり、WEBコンテンツに利

用においての自由度は従来通り限界がある．そこで、閲覧者のWEB参加と利用を拡大するため、閲覧者が情報を得や

すく、WEBページのハイパーリンクを好みによって変更できるよう、本研究では A-docに基づく閲覧者主導のハイ

パーリンク支援手法を提案する．そして、提案された手法に基づくプロトタイプにより、その有用性を考察してみる．
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Abstract Recently, WEB2.0 is becoming more and more popular with new skills such as RSS, AJAX. WEB2.0

lets users be able to participate in WEB. However, end-users can participate in WEB by writing comments via RSS

or writing collaboratively such as Wikipedia. For the purpose of enlarging end-users ’participation in WEB and

getting rich information we propose an user-adaptive hyperlink model based on A-doc. In our system, first, users

prepare to attach A-doc file. Then, our system generates a new webpage which includes new hyperlink from user’s

A-doc file in the result. Experimental results demonstrate that our model enables end-users to make new hyperlink

on webpage, which have better structure with rich content.
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1. は じ め に

近年、WEBではブログや SNSなどいわゆるWEB2.0とい

う次世代 WEB に関する開発や研究が盛んに行われている．

WEB2.0は CGM(Consumer Generated Media)つまり閲覧者

が自由に参加して書き込めるタイプのメディアを基盤で RSS,

AJAXなどの新技術で、サイト作成者側はもちろん一般閲覧者

側まで爆発的にその影響を与えて、WEBの情報量と共に質的

な変化も起こしている．

しかしながら、次世代WEBであるWEB2.0の方式では閲覧

者のWEB参加をトラックバックに用いた意見の交換やウィキ

ペディア（Wikipedia）のような共同編集など、WEB上でコン

テンツを書き込む行為に限っている．そこで、閲覧者のWEB

参加を拡大し、かつ閲覧者が情報を得やすいようにWEBペー

ジのハイパーリンクを好みによって変更できるようにするため、

本研究では A-doc に基づく閲覧者主導のハイパーリンク支援

手法を提案する．本研究で提案するシステムは、まず、閲覧者

側の用意した A-doc ファイルからキーワードとリンク情報を

抽出し、問い合わせたWEBページのテキストと抽出したキー

ワードとマッチングする．そして、マッチングの結果によりハ
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¶ ³
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>

<xsd:schema

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name="adoc">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="entry" type="entry_type"

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:complexType name="entry_type">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="kw" type="xsd:string"

　　　　　 minOccurs="1"/>

<xsd:element name="doc" type="xsd:string"

　　　　　 minOccurs="1"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:schema>

µ ´
図 1 A-doc ファイルの XML スキーマ

イパーリンクを張り、閲覧者側に提供する．以下、本稿の構成

を示す．まず、2章で本研究の基盤である A-docの概要につい

て述べる．次に、3章で本研究で提案するシステムについて述

べる．これらを実装、評価、検討した結果を 4章で述べる．最

後に 5章でまとめを述べる．

2. A-doc

本章では、閲覧者側のハイパーリンクに関する情報を記述し

た A-docについて簡単に述べる．A-docはキーワードと URL

が格納されたエントリの集合であり、A-docファイルはエント

リの情報がXML文法によって格納される．各エントリ内には、

キーワードと、そのキーワードがマッチングされるWEBコン

テンツの URLが記述されている．A-docファイルは図 1に示

したスキーマによって XML文法で記述されている．記述例は

図 2に示す．

A-doc ファイルは <entry>ノードの集合であり、<entry>

ノードは <kw>と <doc>の二つの子ノードを持つ．子ノード

の <kw>には対象キーワードが、<doc>にはキーワードとマッ

ピングする URLの情報が記述される．また、一つのエントリ

では複数のキーワードと対象 URLの情報を持つことも可能で

ある．

2. 1 A-docファイルの生成

A-docファイルはテキスト基盤のデータであるため、その生

成において基本的な方法はテキストエディターなどを利用し

て作成することがあげられる．A-docファイルは XMLフォー

¶ ³
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>

<adoc>

. . .

<entry>

<kw>

Ichiro Suzuki

</kw>

<doc>

http://sports.espn.go.com/mlb/

　　　　　　　 players/profile?statsId=6615

</doc>

</entry>

. . .

</adoc>

µ ´
図 2 A-doc ファイルの記述例

マットによるファイル作成で間単に作成が可能であるため、様々

な手法によって、RDBMSなどの既存データベースから A-doc

への変換が期待される．先行研究として高橋らが SuperSQLに

よる A-docファイルの生成 [1]に関する研究を行った．、現在、

WEBページからの自動抽出手法に関する研究も行われている．

2. 2 A-docファイルの利用

A-docファイルをWEBページに適用する操作を、著者らは

「アタッチ (attach)」と呼んでいる．A-doc ファイルをWEB

ページにアタッチを行うため、まず、A-docファイルに格納さ

れているエントリのキーワードを参照し、WEB ページのコ

ンテンツとマッチングを行う．そして、マッチングされたキー

ワードはハイパーリンクとしてWEBページに表示され、閲覧

者がキーワードをクリックすることで参考できるようにする．

先行研究として佐藤らが A-doc専用ブラウザを試作 [2]した．

図 3 ア タッチ
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3. シ ス テ ム

3. 1 概 要

先行研究である A-doc 専用ブラウザの場合、A-doc をパソ

コンに格納し、使用することでクライアント中心の環境を提供

する．専用ブラウザの場合、処理速度やネットワークの負担が

軽減することが可能である一方、現在使われている汎用ブラウ

ザとの互換性や専用ブラウザが設置されているパソコン以外で

は使用していた A-doc を利用することは困難である．本シス

テムはサーバーサイドの A-doc処理系であり、閲覧者が既存の

WEBブラウザからサーバーにアクセスし、使用するパソコン

や場所に構わず A-docを利用できるようにする．A-docをサー

バーに格納し、利用することで閲覧者はより多様なA-docが利

用できることと閲覧者間 A-docの共有などによって、より充実

した豊かな情報が得られると思われる．

3. 2 設 計

本節では本システムの流れを述べる．本システムの利用にお

いての流れは、まず、閲覧者は A-docサーバーにアクセスし、

自分の好みや必要な情報の A-docを選択する．そして、WEB

ページを閲覧する際に、選択された A-docをローディングした

まま、従来のようにWEBページを閲覧する．システム側は閲

覧者がWEBページをリクエストすると、WEBページのテキ

ストと選択された A-doc からキーワードをマッチングし、該

当のキーワードにハイパーリンクを表示する．図 4 のように、

本研究でプロトタイプとして開発されたシステムは閲覧者が

サーバー内に格納された A-docファイルを参照し、要求された

WEBページに新しいハイパーリンクを付加することで、閲覧

者は好みによって既存のWEBページに自由にリンクを張り付

けることが可能となる．

図 4 システムの流れ

4. 実装・検討

4. 1 実 装

3. 章で述べた事項を基盤に A-doc に基づく閲覧者主導のハ

イパーリンク支援システムをプロトタイプとして実装した．本

節では実装したシステムの仕様に関して述べる．まず、閲覧者

は既存のWEB ブラウザを通じて A-doc サーバーにアクセス

する．

図 5 A-doc ファイルの選択

サーバーにアクセスし、WEB ページ閲覧に必要な A-doc

ファイルを選択し、ローディングする．そして、上段の URL

入力フォームに閲覧したいWEBページのURLを入力すると、

該当WEBページと A-docのキーワードとマッチングを行い、

アタッチした結果が出力される．

図 6 A-doc の利用

図 7 アタッチによって生成されたハイパーリンク

アタッチが行われたキーワードにはハイパーリンクが表示さ
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図 8 重複キーワードのリック処理

図 9 A-doc ファイルのインポート

れ、閲覧者がキーワードをクリックすると該当キーワードの

参照ページに移動させる．重複キーワード処理によって、重複

キーワードの場合、多重ハイパーリンクを表示し、閲覧者が選

択できるように実装した．

専用ブラウザとの A-docファイル交換や目的によってA-doc

ファイルをインポートとエクスポートも実装した．

また、A-docを利用してWEBページを閲覧すると、WEB

ページのすべてのハイパーリンクが変更され、他のページに

辿っても、そのまま選択した A-docファイルを参照することが

可能である．

4. 2 検 討

4. 2. 1 有 用 性

まず、本システムを利用することによって、WEBコンテン

ツを単なる閲覧する立場であった閲覧者が自由にハイパーリン

クを張り付け、閲覧者主導のWEB参加が拡大となった．閲覧

者はWEBコンテンツの閲覧において必要な情報や個人の興味

分野などの A-doc ファイルを通じて最も豊かなWEB コンテ

ンツを利用することができ、また、WEBを閲覧者個人に特化

させ、閲覧者ベース環境の構築も可能だと思われる．

そして、WEBページがリンク切れなどの理由で参照が不可能

になっても、閲覧者は A-docファイルの保存することでWEB

ページが存在する限り閲覧することができる．また、WEBコン

テンツの提供者においては外部リンクの削除などでWEBペー

ジが孤立され閲覧できなくなることを避けられると思われる．

本システムはサーバー上で構築されたため、既存のWEBブ

ラウザからの利用はもちろん、A-docファイルの共有や再活用

も可能である．WEB ポータルとして A-doc を用いた様々な

サービスの拡張も今後の方針として考慮されている．

4. 2. 2 キーワードの出現頻度

閲覧するWEBページから参照するA-docファイルのマッチ

ング率を確認するため、予備実験としてキーワードの出現頻度

を測定してみた．実験用の A-docファイルとして EU連合の国

名、首都、首相の 3個、そして、アメリカ大リーグの選手リス

トをチームごと 30個を用意した．A-docファイルと結合を行

うWEBページとして、ニュース提供サイト CNN.comのヨー

ロッパカテゴリとスポーツ情報提供サイト espn.comのアメリ

カ大リーグニュースカテゴリを閲覧しながら、各々ヨーロッパ

の情報と大リーグの選手情報を各々適用した．最近ニュース記

事 20個を対象とした実験結果の平均は表 1に示す．

表 1 キーワードの出現頻度

WEB ページ 平均出現 エントリ数 比率

ヨーロッパ 3.7 81 0.0457

大リーグ 8.45 674 0.0125

実験の結果からキーワードの出現頻度が低いことが確認でき

た．出現頻度が低いことは、それほどマッチングが非効率的に

行われたということでもあり、システムのパフォーマンスに影

響を与える結果である．しかし、A-docファイルは閲覧者の意

図による選択であり、システム側がマッチングするキーワード

を事前に予測することは不可能である．従って、マッチング率

を高める処理より、マッチング方法の改善による効率を高める

処理が必要である．

4. 2. 3 複数 A-docファイルの参照

A-docファイルは記述されている内容や種類など閲覧者の希

望によって複数で使用されることが可能である．しかしながら、

一つの A-doc ファイルごと DOM ツリーを生成し、エントリ

のマッチングを行うため、読み込む A-docファイルの数が増え

るほど、DOMツリーを生成・処理時間が発生し、全体処理時

間が低下する原因となると予想される．

複数 A-doc ファイルの参照に掛かる処理速度を比較するた

め、予備実験を行った．各々25エントリを持つ {a}, {b}, {c},
{d}, {e} の 5 つの A-doc ファイルを用意し、{a}, {a}+{b},
{a}+{b}+{c}, {a}+{b}+{c}+{d}, {a}+{b}+{c}+{d}+{e}
のように 1 つずつ増やしながら複数の A-doc ファイルを利用

する場合と、同じエントリ分の単一 A-docファイルを利用する

場合の処理時間を測定し、平均処理時間を比較してみた．処理

時間は A-docファイルの探索、ネットワーク負荷、WEBペー

ジの出力を含み、閲覧者に出力するまでの時間である.

表 2 複数 A-doc ファイルと単一 A-doc ファイル間処理時間比較

複数 A-doc (sec) 単一 A-doc (sec)

{a} 2.01007 {a} 2.01461

{a}+{b} 3.74637 {a+b} 2.24783

{a}+{b}+{c} 4.46791 {a+b+c} 2.71687

{a}+{b}+{c}+{d} 6.71461 {a+b+c+d} 2.87061

{a}+{b}+{c}+{d}+{e} 7.13479 {a+b+c+d+e} 3.24744

表 2 から判断してみると、A-docファイルのサイズより、複
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数の A-docファイルを参照する処理に負担が掛かっていること

がわかった．これはシステム側が利用される A-docファイル数

ほど DOMツリー構造を構築し、操作するためだと思われる。

そのため、閲覧者から選択された A-docファイルを結合し、単

一ファイルとして処理する必要がある．

4. 2. 4 パフォーマンス

現在の本システムは、A-docを用いたシステムのプロトタイ

プとして実装され、パフォーマンスに関しては今後の課題であ

る．今後にはパフォーマンスを改善するため、全文検索や発見

的方法による類似検索アルゴリズムを比較し、導入する研究が

必要である．また、プロトタイプでは DOMを利用して A-doc

ファイルの操作を行ったが、打数の A-docエントリを処理する

ためのデータ構造に関する研究も必要である。

4. 2. 5 マッチング

実装されたプロトタイプでは、キーワードとのテキストマッ

チングを行うため、意図と異なる結果が発生する．例えば、キー

ワードが”king”で、マッチング対象が”parking”の場合、”park-

ing”の一部文字列”king”にハイパーリンクが表示されてしまう．

これはキーワードに付加属性を与えて精度を高める方法も考え

られるが, A-docエントリに含まれていない関心対象外の単語

であり、文字列の一部だけハイパーリンクが表示されるので、

閲覧者が混乱する可能性は低いと思われる．

4. 2. 6 WEBページ間結合

本研究では、閲覧者の観点から A-docファイルのキーワード

をWEBページにアタッチを行い、閲覧するWEBページから

キーワードをクリックすることで、A-docファイルに記述され

たキーワードの対象ページに辿る方式であった．一方、本シス

テムはサーバー上で行われるので、WEBからの観点からみる

と、該当キーワードを結合キーとして二つのWEBページ間の

結合を意味する．

本システムによってWEBページDOCoriginalからキーワー

ド k に対象ページ DOClinked へのリンクが表示され出力され

た DOCnew は,

SELECT * FROM DOCoriginal JOIN DOClinked

ON DOCoriginal.k = DOClinked.k

のように内部結合として考えられる．今後の課題としてA-doc

のキーワードを結合キーとしてWEBページ間の結合し、WEB

ページ間のリレーションを定義する研究を行いたい．

5. お わ り に

本研究では、A-docを用いて閲覧者がWEBページに自由に

ハイパーリンク張り付く支援手法を提案した．プロトタイプ

を通じて、閲覧者主導のハイパーリンク支援によって閲覧者が

WEBコンテンツからより豊かな情報、そして、自由度の高い

閲覧の可能性を示した．今後にはパフォーマンスの向上のため

の研究が行いたい。

文 献
[1] 佐藤 裕紀, 遠山 元道, ”A-doc ファイルのアタッチの機能を持

つ専用ブラウザの試作”, データ工学ワークショップ (DEWS)、

2007

[2] 高橋 健太郎, 遠山 元道, ”SuperSQL による A-doc ファイルの
生成”, データ工学ワークショップ (DEWS)、2007

[3] はてなダイアリー http://d.hatena.ne.jp/

[4] ESPN.com http://www.espn.com/

[5] CNN.com http://www.cnn.com

— 5 —


