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関連ページ特性に基づいた Blog クラスタリング 
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あらましあらましあらましあらまし  Blog 記事と Trackback でつながるページや，本文中リンクで参照されているページはその記事と内容

的に関連が深いと考えられる．そこで本研究では，Trackback，本文中リンクによってつながるページを関連ページ

として利用する Blog 記事のクラスタリング手法の提案を行う．ページの分類実験からそれぞれの関連ページの特

性を示し，提案手法ではそれを考慮することでユーザの要求に合わせたクラスタリングを実現する．さらに，生成

されたクラスタ同士の類似度から各クラスタ間の関係を定義し，クラスタの階層化を行う． 
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Abstract  Trackbacked blogs and hyperlinked pages are considered highly related to the originating blog in terms of 

contents. In this paper, we propose a blog clustering technique using such related web pages as connected by trackbacks and  

links. We first investigated the characteristics of related pages, based on which our clustering takes into consideration users’ 

query intentions. Moreover, we also propose a hierarchical clustering technique by defining inter-cluster relations based on 

similarity. 
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに  

近年注目されている情報源の一つに Blog（Weblog）

がある．通常の Web ページとは異なり，速報性，リア

ルタイム性に優れており，より新鮮な情報が発信され

ることから有用な情報源と考えられ，多くの人が利用

している．その普及と共に発信される情報の量は日々

増加している．膨大な情報源から目的の情報を得る手

段としては Google[1]，Yahoo! [2]に代表される Web 検

索エンジンが広く利用されている．また，Blog からの

情報取得の手段として，一般の検索エンジンとは異な

り Blog のみに的を絞った Blog 検索エンジンが存在す

る．しかしながら検索エンジン常にユーザの検索意図

を満たしてくれるとは限らない．そのため，これらに

加え Web 文書クラスタリングの技術を応用すること

で検索の補助を行う研究も盛んに行われているが，こ

れらの多くは広く Web ページ全般を対象としている． 

こうした状況に対して，本研究では先に述べた Blog

検索エンジンについてその検索結果のクラスタリング

に取り組んだ．クラスタリングの方針としては，検索

結果中に含まれる話題を抽出し，その話題ごとのクラ

スタ作成，検索結果文書の割り当てを行う．ここでい

う話題とは，話の材料や内容となる事柄を表す．本研

究ではこの「話題抽出」を工夫することで，Blog に特

化したクラスタリングの実現を目指す．  

話題の抽出方法として，Blog がもつ関連ページ (同

じ話題を扱っているページ )を利用する．Blog 記事と

その関連ページの両方に共通して出現する単語は扱っ

ている話題を表している，または話題との関連が深い

と考えられる．このような単語を抽出することで検索

結果中に含まれる話題の抽出とした．  

しかしながら，関連ページを自動的に判別すること

は困難である．そのため，我々は Blog 記事の本文中に

含 ま れ る 通 常 リ ン ク と ， Blog 独 自 の 機 能 で あ る

Trackback によってつながっているページを関連ペー

ジと見なし，これらをクラスタリングに利用する．ま

た，両者のページ特性を考慮するとこで，ユーザの要

求に合わせたクラスタリング手法の提案を行う．  

2. Blog のののの概要概要概要概要とととと関連研究関連研究関連研究関連研究  

2.1. Blog 

Blog は，もともとは Weblog と呼ばれ，アメリカに

おいて 1999 年以降急速に発達した Web コンテンツで

ある．その急速に発達した理由として，Blog を作成す



 

 

るツールの充実が挙げられる．現在では FC2 Blog[3]，

livedoor Blog[4]，エキサイトブログ [5]など Blog のホ

スティングサービスも盛んであり，文書入力と GUI に

よる簡単な操作だけで，特別な知識をもたない人にも

すぐに自分の Blog を作ることが可能である．また，

Trackback 機能により他の Blog とのつながりを多くの

人に示すことや，RSS(RDF Site Summary) [6]の配信に

より自分の Blog の存在，内容を第三者が簡単に取得す

ることも可能である．  

以下では Blog 検索エンジンや Blog 特有の Trackback

機能等について述べる．  

2.1.1. Blog 検索検索検索検索エンジンエンジンエンジンエンジン  

Blog 検索エンジンとは，検索の対象を Blog のみに

絞った検索エンジンである．Blog 検索エンジンの多く

は RSS などのメタデータや，ping[7]による Blog 更新

通知サービスを利用することで Blog の収集を行って

いる．また，これらの情報を利用せず HTML を直接解

析することで，他の Blog 収集サービスでは収集できな

いようなページまで取得可能としたものもある．前者

の例として goo ブログ Search[8]，Technorati[9]などが，

後者の例としては blogWatcher[10][11]がある．  

また，最近では Google，Yahoo!といった通常の検索

エンジンの機能の一つとして Blog 検索がサポートさ

れるようになっている．  

2.1.2. Trackback 

Trackback とは Blog の機能の一つで，ユーザがリン

ク先の相手に対してリンクを張ったことを通知する仕

組みである．  

書き手が他の Blog の記事を参照して記事を書くよ

うな場合，元の記事へのリンクを張るのが一般的であ

るが，単にリンクしただけでは元の記事の作者はどこ

からどうリンクされているか容易に把握できない．

Trackback はリンク先のサイトに「このような記事から

リンクを張った」という情報を通知する機能で，リン

ク元記事の URL やタイトル，内容の要約などが送信さ

れる．Trackback されたサイトはこの情報を元に「この

記事を参照している記事一覧」を自動的に生成するこ

とが可能である．   

2.2. 関連関連関連関連研究研究研究研究およびおよびおよびおよび技術技術技術技術  

2.2.1. 非排他的非排他的非排他的非排他的クラスタリングクラスタリングクラスタリングクラスタリング手法手法手法手法  

Web 文書クラスタリングとは，Web 文書を分類して

類似したもの同士をまとめる作業のことである．Web

文書をクラスタリングすることで，相互に関連する

Web ページのグループを検出し，類似した内容をもつ

ページ集合にまとめ，Web 検索の性能向上・検索結果

の質的向上を図ることが可能である．  

成田らは Web 文書検索結果を非排他的にクラスタ

リングする手法を提案した [12]．この手法では検索結

果から抽出した特徴語について，検索結果全体におけ

る重要度，各検索結果における重要度を定義する．そ

れぞれをクラスタ生成時の優先度，各検索結果のクラ

スタへの所属可否判定に利用することで非排他的なク

ラスタリングを行う．  

2.2.2. ページページページページ内容内容内容内容をををを反映反映反映反映させたさせたさせたさせた特徴特徴特徴特徴ベクトルベクトルベクトルベクトル改改改改

良法良法良法良法  

杉山らは，リンク先ページの内容を反映させて Web

ページのベクトルを改良する手法を提案した [13]．こ

の手法では，個々のリンク先ページの内容やリンク先

ページから構成されるクラスタの重心ベクトルを対象

とするページへそれぞれ反映させることで特徴ベクト

ルの改良を行っている．実験の結果からこの手法によ

ってキーワード抽出や検索に有効な索引生成が可能で

あることが示された．また Web ページの内容は，2～3

リンク先のページに集約されるという知見も得られて

いる．  

提案手法は，対象とするページからつながるページ

の内容を利用するという点では似ているが，対象を

Blog のみに絞り，特徴ベクトルの改良に通常のリンク

のみではなく Blog 独自のつながりである Trackback を

利用する点が異なっている．  

2.2.3. Blog情報情報情報情報をををを用用用用いたいたいたいたWebペーペーペーページランキングジランキングジランキングジランキング  

Blog では，書き手が発見した Web ページに対する参

照を添えて記事にすることが多く，これらの情報は参

照しているページに対する評価とみなせる．竹原らは，

これらの Blog 情報を用いた Web ページのランキング

手法と検索システムについて提案した [14]．Blog の書

き手の熟知度や，これらの書き手の特定のページへの

評価から，コンテンツの信頼性を表す指標となるトラ

スト値をカテゴリ毎に求める．また通常の検索の他に

Blog 情報による検索を行い，両者を統合，カテゴリ毎

の評価値に基づき Web ページをランキングする．最後

に評価を与えているような Blog 記事を参照先ページ

とともにユーザに提示する．  

Blog 情報を利用する点で提案手法との類似がみら

れる．しかしながら提案手法は，Blog のみを対象とす

る点，利用する Blog の選択に Trackback を，Blog 情報

として特徴語を利用する点で異なっている．  

2.2.4. Trackback 利用状況利用状況利用状況利用状況のののの調査調査調査調査  

中島らは Trackback の利用状況が既存の研究にとっ

て有用な基礎データとなりうるという考えのもと，

Trackback の利用状況の調査，解析を行った [15][16]．

この実験の結果，“リンクを張ったことの通知”という

本来の定義とは異なる空 Trackback(リンク参照なしに

Trackback を送っているケース）が全体の 99%以上を

占めていることが分かった．この空 Trackback は必ず

しもスパム (自らのエントリとは無関係なエントリに



 

 

Trackback を送信しているケース )というわけではなく，

内容的な関連から緩やかなコミュニティを形成してい

るケースも数多く存在した．これらの実際の利用状況

から Trackback に対するより現実的な解釈を次のよう

に提案した．  

「「「「他他他他のののの Blogサイトサイトサイトサイトののののエントリエントリエントリエントリ（（（（1つのつのつのつの記事記事記事記事））））のうちのうちのうちのうち，，，，

自分自分自分自分ののののエントリエントリエントリエントリとととと関連関連関連関連するするするする内容内容内容内容のものにのものにのものにのものに対対対対してしてしてして，，，，““““私私私私

もももも関連関連関連関連するするするする内容内容内容内容ののののエントリエントリエントリエントリをををを書書書書いていますいていますいていますいています””””というというというという意意意意

味味味味でででで，，，，Trackback ping をををを送信送信送信送信しししし，，，，自分自分自分自分ののののエントリエントリエントリエントリ宛宛宛宛のののの

リンクリンクリンクリンクをををを獲得獲得獲得獲得するするするする行為行為行為行為のことのことのことのこと．．．．」」」」  

本研究ではこの実験結果から，「Trackback 機能によ

ってつながりをもつエントリ同士は共通の話題を扱っ

ている」と仮定し，Trackback を主要な関連ページとし

て利用した Blog クラスタリングを行う．  

 

3. Blog クラスタリングシステムクラスタリングシステムクラスタリングシステムクラスタリングシステムのののの提案提案提案提案  

3.1. Blog クラスタリングシステムクラスタリングシステムクラスタリングシステムクラスタリングシステム 

我々は Trackback を利用することで Blog 検索結果に

特化したクラスタリング手法の提案を行った [17]．し

かしながら，検索結果エントリの本文中に含まれる通

常リンクも関連ページと考えることができる．本稿で

は，Trackback と本文中リンクによってつながるページ

を関連ページとして利用することでユーザの要求に合

わせたクラスタを提供する手法について述べる．提案

する Blogクラスタリングシステムの流れを図 1に示す．

このシステムは Blog 検索，関連ページ URL 抽出，特

徴語抽出，エントリ割り当ての 4 つのステップから成

っており．以下で各ステップについて説明する．  

3.1.1. Blog 検索検索検索検索  

Blog 検索エンジンを利用して Blog 記事の検索を行

う．検索エンジンへ問い合わせによって得られた検索

結果ページについて HTMLのパターンマッチングを行

うことで，Blog 記事の基本単位であるエントリ毎にタ

イトル，サマリ，URL を抽出する．  

Blog検索エンジンには gooブログ Search[8]を利用し

た．  

3.1.2. 関連関連関連関連ページページページページ URL 抽出抽出抽出抽出  

3.1.1 節で得られた検索結果であるエントリ集合か

ら関連ページ URL の抽出を行う．各エントリについて

HTML タグ解析を行うことで TrackbackURL，エントリ

本文中に含まれる通常リンク URL を関連ページ URL

として抽出する．  

ここで，問題として Trackback スパムの存在が挙げ

られる．提案手法は「元のエントリと Trackback 先の

エントリは共通の話題を扱っている」という仮説に基

づくため，Trackback スパムの存在は望ましいとは言え

ない．そのため，提案システムでは以下のように  

 

図 1 Blog クラスタリングの流れ  

 

Trackback スパムを定義し，削除した．  

・・・・本文中本文中本文中本文中にににに検索語検索語検索語検索語がががが含含含含まれていないまれていないまれていないまれていない Trackback ははははスススス

パムパムパムパムとするとするとするとする．．．．  

TrackbackURL を抽出した際に，このルールによるス

パム判定を行う．本文中リンクについては Blog の書き

手自身が選択したページであるため，上記のスパム判

定は行わない．  

3.1.3. 特徴語抽出特徴語抽出特徴語抽出特徴語抽出  

得られたエントリ集合から特徴語の抽出を行う．特

徴語とは，エントリ集合の内容を代表する語であり，

提案手法ではクラスタラベルの候補となる．  

特徴語抽出の流れは以下の様になっている．  

(1) 形態素解析形態素解析形態素解析形態素解析  

形態素解析器 Sen[18]を利用して，エントリのタイト

ル，サマリから単語を抽出する．この際，「形態素 /解

析 /器」のように複数の名詞が連続して現れる場合には

それらを結合して「形態素解析器」のように一つの単

語として処理する．  

(2) 単語単語単語単語のののの重要度計算重要度計算重要度計算重要度計算  

抽出した各単語についてその出現回数，出現文書数

から検索語全体における重要度を計算し，重要度が高

いものをその検索結果の特徴語とする．重要度の算出

には TFIDF 法を採用した．  

3.1.4. エントリエントリエントリエントリ割割割割りりりり当当当当てててて  

3.1.3 節で抽出された特徴語をラベルとするクラス

タを生成し，検索結果の各エントリを適切なクラスタ

へと割り当てる．  

エントリのクラスタへの所属可否判定には，各エン

トリにおける特徴語の出現回数を利用する．エントリ

内に抽出した特徴語が含まれていた場合は，その特徴

語をラベルとするクラスタへエントリを割り当てる．

提案手法は非排他的クラスタリング手法を採用してい

るため，1 つのエントリが複数のクラスタへ属するこ

とも許可する．どのクラスタにも属さないエントリは

「その他」クラスタを用意し、そこに割り当てる．  



 

 

3.2. 関連関連関連関連ページページページページのののの選択方法選択方法選択方法選択方法  

単語の重み付けに利用する関連ページを選択する

ために，我々は Trackback/リンク先ページ集合にどの

ようなページが含まれているかの調査を行った [20]．

この調査によって Trackback 先ページには書き手の意

見が，リンク先には話題の根拠となるような情報が含

まれることが多いという知見が得られた．加えて，そ

れらの特性を考慮した重要度計算式を提案した．これ

によってユーザの要求に応じたクラスタリングを実現

する．  

しかしながら Trackback/リンク集合間における重要

度にあまり差がない単語が多い場合，クラスタリング

結果に大きな変化が見られないことが分かった．そこ

で単語 tの Trackback/リンク集合間における重要度の

差 diff を定義し，重要度計算に利用する．tの検索結果

集合における重要度を tfidf ，Trackback 集合における重

要度を TBtfidf ，リンク集合中の重要度を LINKtfidf ，関

連ページ重みの割合を )10( ≤≤ rr としたとき，重要度

Score を以下のように求める．  

WtfidfScore ×=    (1) 

)/(1 maxRRwW ×+=    (2) 

}6.0,min{1

)1(

diff

LINKtfidfrTBtfidfr
R

−

−+×
=  (3) 

LINKtfidfTBtfidfdiff −=   (4) 

Score が高い上位 n 件を検索結果の特徴語とし，関連

ページの特性を考慮したクラスタリングのクラスタラ

ベルに利用する．ただし TBtfidf ， LINKtfidf は集合の大

きさの影響を無視するように [0,1]に正規化した．また，

maxR は R の最大値， wは重みの大きさを決める係数で

ある．この wについては tfidf の分布から，その最大値

maxtfidf と上位 100 件の平均値 100avetfidf を用いて以下の

様に定めた．  

100

max

avetfidf

tfidf
w =    (5) 

また，式 (3)の diff が 1 に近づくほど R の値が爆発的

に大きくなってしまうため，MIN 関数を用いて diff の

値 が 0.6 を 超 え な い よ う に し た ． こ れ に よ り

5.2
}6.0,min{1

1
1 ≤

−
≤

diff
となる．  

3.3. クラスタクラスタクラスタクラスタのののの階層化階層化階層化階層化  

ここまでの処理で生成されたクラスタはフラット

な構造となっているが，クラスタ間に何らかの関係が

存在することも予測できる．このような場合，そのよ

うなクラスタ同士の関係を示すことで，より効果的な

クラスタをユーザに提供できると考えられる．そのた

め，本稿ではクラスタ同士の類似度と，それに基づく

クラスタ同士の関係を定義し，クラスタ構造の階層化

によってそれを表現する方法を提案する．  

3.3.1. クラスタクラスタクラスタクラスタ間間間間のののの関係関係関係関係  

ベクトル空間モデルによるクラスタ間の類似度に

よってクラスタ同士の関係を定義する．そこで，クラ

ス タ iC か ら 抽 出 し た n 個 の 特 徴 語 集 合 を

},,,{ ,2,1, niiii fffF K= としたとき，クラスタ iC ，を次の

ようなベクトルで表現する．  
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ここで nitf , は iC に属するエントリ集合における特徴

語 nif , の出現回数である．クラスタ iC と他の任意のク

ラスタ jC の類似度 )( ji Csim を， niii fff ,2,1, ,,, K の張る n

次元ベクトル空間におけるコサインと定める．ただし，

)1(, nxFf ixj ≤≤∉ なら 0. =xjtf である．  

この類似度は [0,1]の実数値で，値が大きいほど類似

しているといえる．この類似度を用いて任意の二つの

クラスタ iC ， jC の関係を以下のように定義する．  

� thresholdCsim ji ≥)( か つ thresholdCsim ij ≥)( の と

き iC と jC は類似関係  

� thresholdCsim ji ≥)( か つ thresholdCsim ij <)( の と

き jC と iC は親子関係（ jC は iC の親クラスタ） 

threshold はクラスタ間類似度の閾値であり， [0,1]の

値である． threshold の値を大きくした場合は類似度が

高い関係のみが抽出され，逆の場合は類似度が低い関

係も抽出される．  

3.3.2. 階層化階層化階層化階層化処理処理処理処理  

階層化処理の流れを図 2 に示す．まず最初にクラス

タ間の関連が大きいと思われる類似関係を抽出し，つ

づいて親子関係の抽出に移る．抽出された類似関係に

基づいたクラスタの結合処理を行い，抽出された親子

関係に基づいてクラスタを階層化する．  



 

 

 

図 2 階層化フローチャート  

 

3.4. インターフェイスインターフェイスインターフェイスインターフェイス 

作成した Blog クラスタリングシステムのインター

フェイスを図 3 に示す．システムの記述言語として

Java を用いた．Blog 検索結果に提案手法を適用して得

られたクラスタ構造を左ペインにフォルダとして表示

する．右ペインには選択しているクラスタに含まれる

検索結果が表示されており、左下ペインでクラスタリ

ングに関するパラメータの設定が可能となっている．  

4. クラスタリングクラスタリングクラスタリングクラスタリング実験実験実験実験とととと評価評価評価評価  

4.1. 評価値評価値評価値評価値  

実験結果の評価指標としては以下の 3 つを用いる． 

(1) 適合特徴語数適合特徴語数適合特徴語数適合特徴語数  

抽出された 10 件の特徴語のうち，何件が検索語に

適しているかを示す．適合している特徴語とは，それ

だけを見て検索語との関連が容易に推測できるものと

した．  

(2) クラスタリングクラスタリングクラスタリングクラスタリング率率率率 CR(Clustering Ratio) 

「その他」以外のクラスタに分類されたエントリの

割合を表し，次の式で表される．  

)(

)()(

qR

cqR
CR

その他−
=   (7) 

)(qR は q を検索語として得られた検索結果のエン

トリ数であり， |)(| その他c は「その他」クラスタに割

り当てられたエントリ数である．  

 

 

図 3 システムのインターフェイス  

 

(3) DCG (Discounted Cumulative Gain) 

DCG は多値適合レベルに適した評価尺度であり，次

の式で表される [20]．  
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)(id は i番目にランキングされた文書を示し， )(ig は

文書 )(id の得点， )(idcg は上位 i番目までにランキング

されている文書の累積得点を示す．ここで H ， A， B

はそれぞれ高適合文書，適合文書，部分適合文書の集

合である． h ， a ， bはそれぞれに割り当てられてい

る重みであり，次の 2 つの定義が知られている．  

レベル 1： )0,2,3(),,( =bah  

レベル 2： )1,2,3(),,( =bah  

本実験では重要度の高い特徴語をラベルとするク

ラスタから上位 10 件のエントリを選択して，その累積

得点 )10(dcg を評価値とした．適合判定は検索語とラベ

ルの両方に適合しているかどうかで判断する．  

4.2. 実験実験実験実験データデータデータデータととととパラパラパラパラメータメータメータメータ 

クラスタリング実験に使用したデータは 2007 年 10

月中に収集した Blog 検索結果 500 件 (100 件 /検索語 )

である．検索語と各検索結果からプログラムにより抽

出した関連ページ数を表 1 に示す．  

 

表 1 検索語と関連ページ数  

検索語  Trackback リンク  

iPod 62 55 

イチロー  10 8 

亀田  463 30 

赤福  8 26 

福田内閣  22 46 



 

 

4.3. クラスタリングクラスタリングクラスタリングクラスタリング実験実験実験実験  

階層化前のクラスタについて 4.1 節で示した 3 つの

表価値を用いた評価実験を行った．結果を表 2～4 に示

す．表中の「なし」は関連ページを利用しなかった場

合，「TB のみ」は [19]で提案した手法で，エントリが

持っている Trackback の最初の 1 件のみを関連ページ

として利用している．そして「 0.0=r ～ 0.1 」が提案手

法の結果となっている． r の値が小さいときはリンク

の影響が大きく，Trackback の影響は小さい． r の値が

大きくなるにつれ逆になる．  

 (1) Trackback のみをのみをのみをのみを利用利用利用利用するするするする手法手法手法手法とのとのとのとの比較比較比較比較  

提案手法と Trackback のみを利用した場合，また関

連ページを利用しなかった場合との比較を行う．提案

手法は 5.0=r のときの結果を参照する．  

まず「なし」と「 5.0=r 」を比較した場合，適合特

徴語数 (表 2)とクラスタリング率 (表 3)で検索語“ iPod”

における評価が「 5.0=r 」の方が低い値となっている．

表 4 の )10(dcg では検索語“福田内閣”における評価は

低くなっているものの，それ以外は同等か「 5.0=r 」

の方が高くなっていることが分かる．平均でみると提

案手法の方が高い評価となっている．  

次に Trackback のみを利用する手法と比較してみる

と，表 3 のクラスタリング率で検索語“イチロー”を

除くすべての評価で「TB のみ」のほうが高いという結

果となっている．この原因としては重要度計算に関連

ページでの重要度の差 diff を考慮したことが考えられ

る．単純に関連ページでの重要度が高い語を抽出する

のではなく， diff が大きい語のランキングを高くした

ため，提案手法では関連ページの特性を反映した特徴

的なクラスタが生成される． そのため，全体的にクラ

スタへ割り当てられるエントリが少なくなってしまっ

ていると考えられる．しかし表 2 の適合特徴語数と表

4 の )10(dcg については多くの場合で提案手法の方が高

く，平均でも提案手法の方が高い評価となっているこ

とから，生成されたクラスタが不適切なものではない

といえる．  

(2) 提案手法提案手法提案手法提案手法にににに関関関関するするするする考察考察考察考察  

提案手法に関しては 0.0=r ～ 0.1 について 5パターン

の実験を行った．全体的にみると r の値が大きいほど

評価値が高くなる傾向が見られるが，そうではない検

索結果もある．例えば検索結果“ iPod”に関しては

25.0=r のときに全ての評価値が最も高い． diff を考慮

することでクラスタリング結果の変動が大きくなった

が，表 2，3，4 を見ても評価値が劇的に上下するほど

ではなかった．この原因として，評価にユーザのクラ

スタリング要求を考慮していなかったためと考えられ

る．実際の使用ではユーザがクラスタリング要求に合

わせて r の値を決定する．そのため，その要求に合わ

せた評価が必要となるが，今回の評価ではそれを考慮

できなかった．しかしながら，適合特徴語数，クラス

タリング率， )10(dcg の 3 つの評価指標については r の

値に関わらず一定の評価が得られたと言える．  

4.4. 階層化実験階層化実験階層化実験階層化実験  

提案する階層化手法によって生成されたクラスタ

構 造 を 図 4 に 示 す ． 階 層 化 の 判 定 に 用 い る 閾 値

threshold については 0.7 と設定した．  

この階層化クラスタでは「安打」，「打数」の 2 つの

クラスタが類似関係にあり「安打，打数」クラスタと

して統合されている．加えて「伝説」と「歴史」，「安

打，打数」と「打席」，「本塁打」クラスタがそれぞれ

親子関係となっている． ラベルから判断すると「ホー

ムラン」と「本塁打」の 2 つのクラスタも関連がある

と予測できるが，統合は行われなかった．それ以外の

クラスタでは関連を持つと予測できるクラスタ同士が

統合ないし，階層化されており，クラスタ全体の一覧

性が向上したといえる．  

 

5. おわりにおわりにおわりにおわりに  

Trackback と本文中リンクという 2 種類の関連ペー

ジの特性を利用することでユーザの要求に対応した

Blog クラスタリング手法の提案を行った．実際に Blog

クラスタリングシステムを作成し，実験によって提案

手法の評価を行った．評価実験では Trackback のみを

関連ページとして利用する手法と比較して )10(dcg が

高くなり，クラスタリング率は若干下がった．しかし，

ユーザの要求に対応したクラスタを生成するという点

で提案手法はよりユーザに近いクラスタリング手法に

なったと言える．また，生成されたクラスタを階層化

することでクラスタ全体の一覧性を向上させた．  

今後の課題としてはユーザのクラスタリング要求

に合わせた評価，階層化クラスタの評価が挙げられる． 

 

 

図 4 “イチロー”に関する階層化クラスタ  
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表 2 適合特徴語数  

検索語  なし  TB のみ  0.0=r  25.0=r  5.0=r  75.0=r  0.1=r  

iPod 7 6 6 6 5 5 5 

イチロー  5 7 6 7 7 8 8 

亀田  9 7 8 8 9 9 9 

赤福  8 8 7 8 8 8 8 

福田内閣  6 7 6 6 8 8 8 

平均  7.0 7.0 6.6 7.0 7.4 7.6 7.6 

 

表 3 クラスタリング率  

検索語  なし  TB のみ  0.0=r  25.0=r  5.0=r  75.0=r  0.1=r  

iPod 0.51 0.55 0.46 0.49 0.49 0.48 0.48 

イチロー  0.72 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 

亀田  0.81 0.83 0.84 0.82 0.82 0.82 0.81 

赤福  0.66 0.71 0.64 0.66 0.66 0.66 0.66 

福田内閣  0.65 0.78 0.60 0.60 0.68 0.68 0.68 

平均  0.67 0.72 0.65 0.66 0.68 0.68 0.67 

 

表 4 )10(dcg  

検索語  なし  TB のみ  0.0=r  25.0=r  5.0=r  75.0=r  0.1=r  

iPod 13.2 5.9 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 

イチロー  9.6 9.9 9.9 9.9 10.5 10.5 10.5 

亀田  12.6 8.6 11.7 11.7 12.6 12.6 12.6 

赤福  5.3 6.6 10.0 11.9 11.9 11.9 11.9 

福田内閣  14.1 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 

平均  10.0 8.3 11.0 11.4 11.7 11.7 11.7 

 


