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Webページ間の意味的な関係に基づく検索結果の提示手法
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あらまし 現在の検索エンジンは単一のページを検索解として評価しているため，ユーザに必要な情報が複数のペー

ジに分散して存在する場合にユーザの望むページを発見することが難しい．それに対して，我々は複数のページを統

合したページセットを検索の解とみなす統合型検索を提案している．しかし，統合型検索の検索結果の提示手法にお

いては検討が不十分な状態であった．そこで，本研究では，統合型検索の検索結果を提示する手法を提案する．統合

型検索においては，各ページの内容の理解だけではなく，ページセットを構成するページ間の内容的な関係が重要で

ある．これを検索結果リストの提示方法およびページセット内のページの提示方法のそれぞれに反映させる．これに

よって，ユーザは統合型検索によって得た解をよりわかりやすく閲覧することが可能になる．
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Abstract We propose page set ranking, whose ranking target is a page set. However, the discussion is not enough

about how to present the search results for users. In this paper, we propose a new method to present search results of

page set ranking. This method considers the relationships between Web pages that compose a page set. We discuss

about the model to express these relationships and how to apply to presentation method of page set ranking. This

presentation method enables the users to browse Web pages obtained by page set ranking efficiently and effectively.
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1. は じ め に

現在，検索エンジンの普及により，ユーザが望むWebページ

を発見することは以前よりも容易になっている．しかし，ユー

ザの欲する情報は必ずしも単一のページに存在しているとは限

らず，複数のWebページに分散して存在する場合が存在する．

そのような場合，現在の検索エンジンは単一のWebページを

検索の解とみなし，評価するため，ユーザの欲する情報を発見

することが困難である．それに対して，我々は複数のページを

統合したページセットを検索の解とみなす統合型検索を提案し

ている [1]～[3]．しかし，統合型検索の検索結果の提示手法にお

いては検討が不十分な状態であった．そこで，本研究では，統

合型検索の検索結果を提示する手法を提案する．統合型検索に

おいては，各ページの内容の理解だけではなく，ページセット

を構成するページ間の内容的な関係が重要である．本研究では

トピックの詳細化関係に特に注目する．この詳細化関係および

その関係において重要なキーワードを抽出して，これらを検索

結果リストの提示方法およびページセット内のページの提示方

法のそれぞれに反映させる．これより，ユーザは統合型検索に

よって得た解をよりわかりやすく閲覧することが可能になる．

本稿の構成は以下のとおりである．2節では著者らが提案し

ている統合型検索の概要について述べると共に，その結果の提

示手法の問題点について考察する．3節ではページセットを構

成するページ間の関係について考察を行い，4節ではそれを検
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索インタフェースに適用する手法とその例について説明する．

5節ではまとめと今後の課題について述べる．

2. 統合型検索

2. 1 位 置 付 け

従来の検索手法では，検索単位をページもしくは文にするこ

とが大半であった．それに対して，著者らは従来の検索単位を

複数組み合わせた統合型検索 (Page Set Ranking)を提案して

いる [1]～[3]．統合型検索は，ページセットを検索の単位として

扱うことが最大の特徴であり，「ページセットが表現する内容」

と「ページ間の関係」によってページセットを評価する. ランキ

ング値は上記を考慮した関数により決定され，その関数は目的

によって異なる．また，統合型検索では，入力は検索結果ペー

ジのランクつきリスト (現在の手法ではランクなしの集合でも

よい)であり，出力はページセットのランクつきのリストであ

る．図 1に統合型検索のイメージを示す．

統合型検索の目的はさまざまであり，例えば全容検索 [3] や

比較検索 [1]などがある．前者は与えられたページの集合から

話題の広さと深さを両立したページセットを生成し，ランキン

グする検索手法であり，例えば全く知識がない分野についての

サーベイを行う場合などに有効である．後者はユーザが与えた

2つのオブジェクトに対し，複数の立場の違う比較文書を収集，

統合して提示することで，観点の違いを理解を助けるもので

ある．

かつての情報検索はクエリへの類似度などの内容分析のみ

によっていたが，現在の Web 検索エンジンはそれに加えて

Googleの PageRank [4]のようなリンク分析などの手法も合わ

せることにより，検索精度を向上させることに成功している．

我々はまず，内容分析のみによるアプローチをとり，ページペ

アに関するランキング [1] を提案した．Sun らは与えられた 2

つのキーワードに関して比較可能なページをそれぞれ発見し，

ページペアをつくる CWS [5] を提案している．我々が提案し

たページペアランキングとの違いは，CWSは比較するために

ページを集めるが，ページペアランキングでは比較したページ

を集め，視点の違うもの同士でペアを作成するというもので

ある．また，著者らはさらにランキングの対象を一般のページ

セットにも拡張した [2], [3]．

他の研究と統合型検索との違いはランキングに用いる単位が

ページではなく，ページセットであることである．また，リン

ク分析の手法の導入については今後考えるべき課題である．図
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図 2 統合型検索と他の研究との関係

2に統合型検索と他の研究との関係を示す．

2. 2 詳細グラフ

統合型検索にはページやページセット内容を表現するモデル

として，特徴ベクトルを使う場合もあるが，詳細グラフを利用

する場合もある．詳細グラフは検索結果の上位のページでの語

の共起関係から語の詳細関係を定義し，それをグラフで表現す

るものである．詳細グラフ中にどのくらい語が出現するかに

よって，ページやページセットの内容の被覆状況やページセッ

ト内の内容の重複状況を表現する指標が定義されている [3]．

2. 2. 1 詳 細 関 係

語によって，概要的な内容を記述したページに出現しやす

かったり，詳細を記述したものに出現しやすいなどの傾向があ

り，これらの違いを表現するために，検索結果集合での語の出

現状況から語の詳細関係を定義する．検索結果集合にあまり出

現しない語はそのトピックにおいてあまり重要でないと考え，

検索結果集合 P に含まれる語のうち，DF の上位 l位に含まれ

る語のみを詳細語の候補とする．また，共起度を以下のように

定義する．

cooc(ti, tj) = DF (ti, tj)/DF (ti) (1)

ただし，DF (ti, tj)は語 ti,tj を共に含む文書数，DF (ti)は語

ti を含む文書数である．ここで，語 tj が語 ti より詳細である

(ti ≺ tj)状態は，語 ti，tj が同時に出現する文書数が十分ある

中で，語 tj が含まれる文書中で，語 ti が出現する確率が高く，

その逆は言えない状態と定義する．さらに，詳細関係は推移す

ると定義する．この条件を式で表すと以下のようになる．

DF (ti，tj)/|P | > θDF (2)

cooc(tj , ti) > θcooc ∧ cooc(ti, tj) < θcooc (3)

∀t ≺ tj，t ≺ ti (4)

また，定義より，詳細関係 ≺には同じページ集合 P において

推移性が成り立つ半順序関係である．

2. 2. 2 グラフの定義

この詳細関係を利用して，上位に概要的な語が位置し，枝を

辿るにつれ，より詳細な語に至るようなグラフ，詳細グラフを

定義する．各語をノードとし，以下が成り立つ場合に ti から tj

へ有向枝を張るものとする．

ti ≺ tj∧ ̸ ∃t，ti ≺ t，t ≺ tj (5)

クエリ q によって得られた検索結果集合内では，どのページに

も必ずクエリ q は含まれるので，このグラフのルートはクエリ



q をキーワードに持つ．さらに以下が成り立つとき，ti と tj は

密接な関係にあると考えられるので，ノードを集約し，ti,tj に

対応するノードの親子関係を引き継ぐ．

cooc(tj , ti) > θcooc ∧ cooc(ti, tj) > θcooc (6)

しかし，一般的な語が候補語集合に紛れ込んでいる場合，その

語が詳細グラフの上位のノードと認識されるおそれがある．そ

のため，小山らによる詳細語発見のアルゴリズム [6]により，詳

細語の候補かどうかを判定し，詳細語でなければ除外する．こ

のようにしてクエリ “ハンガリー”に対して図 3 のようなDAG

が得られる．

2. 3 関 連 研 究

Cuttingらは効率のよい文書の発見のためにクラスタリング

手法を導入した [7]．このクラスタリングをWebの検索エンジ

ンにも利用したサービスも存在し，それらのサービスでは検索

結果をクラスタリングし，クラスタリング毎に検索結果を出力

し，クラスタの階層構造と共に出力している [8]．このような手

法ではWebページの分類はできるが，ページ間の関係がわか

らない上，例え，各クラスタから 1つずつページを選んで閲覧

することによってユーザの望む情報を得ることできる可能性が

あっても，ユーザにはどれを閲覧すると最も効率的に情報を得

ることができるかはわからない．

田島らはリンクでつながったWebページやネットニュース

やメールのスレッドに対して，検索の解として適切な範囲を抽

出する手法を提案している [9]．また，風間らは検索結果をドメ

インやリンク構造を用いて，ページグループ，サイトグループ

として集約して提示する手法を提案している [10]．これらの手

法はリンクなどによって既に関係づけられているものに対して

解の粒度を大きくして適した解を発見しようというものである

が，提案手法は粒度を大きくするだけではなく，関係づけられ

ていない任意のコンテンツを組み合わせて適した解を構成する

ものであり，より適した解を発見できる可能性がある．

戸田らは，検索結果ページの間の類似度によって仮想のリン

クを生成し，それに対して PageRankのアルゴリズムを適用す

ることで，概要的なページとそれを補完するページを発見する

手法を提案している [11]．本研究の手法では，補完するページ

間の内容的な関係も重視しているが，戸田らの研究ではその点

については考慮されていない．

また，オントロジによって，探すべきトピックを決定すると

いうアプローチもある [12]が，本研究では検索結果から生成す

るため，より多様なユーザの要求に応えることができる．

2. 4 提示方式の問題点

2. 1で述べたように統合型検索はページセットを解とみなす

検索手法である．これにより，ページセットを検索解として扱

うことが可能になったが，これをユーザに提示するにあたり，

どのような方法が妥当であるかについては議論が不十分であっ

た．このため，ページセットをユーザに提示する場合に，従来

のページを提示する場合との相違点について考察する必要があ

る．本稿では，検索結果リストの提示手法と結果ページの提示

手法の 2つについて考察を行う．

まず，検索結果リストの提示手法であるが，現在，多くの検

索エンジンではタイトルとスニペットを提示することによって，

その検索解の内容をユーザに伝えている．タイトルはクエリ独

立であるが，スニペットはクエリとして指定された語句の周辺

テキストを使うことによって，ユーザの要求により合致した箇

所の情報を提示している．しかし，統合型検索のようにページ

セットに対するスニペットがどのようなものがよいかについて

は考えられていない．そこで，統合型検索に適した検索結果リ

ストの提示手法を考える必要がある．

続いて，ページ閲覧時の補助情報の提示手法であるが，統合

型検索において提示されるページセットは多くの場合，内容の

重複が存在する．しかし，ページの閲覧時にそれが示されてお

らず，閲覧の効率が低下するおそれがある．また，各ページが

他のページに比べてどの内容に特徴があるかということが示さ

れていない．すなわち，ページセットを構成する他のページと

の関係がわからないため，ページ閲覧の効率は上がらない．そ

のため，ページ閲覧時においても何かしらの補助情報の提示が

有効であると考えられる．

以上の問題を解決するために，著者はページセットを構成す

るページ間の関係に注目する．著者らは被覆度という 0以上 1

以下の値域を持つ尺度によって，話題の広さを表現していた [3]．

しかし，文書によってどの部分が詳細に述べられているかが異

なっており，一律に数値で表現することは困難である．そこで，

以下では，このようなページ間の関係に着目したページセット

やページの意味表現についてまとめ，それらを検索結果リスト

の提示およびページセット内のページの提示に適用する手法に

ついて述べる．

3. ページセットを構成するページ間の関係

3. 1 内容的関係

ページ間の関係として以下のような関係を定義する．

• 部分詳細化関係 (pa ≻k pb):トピック k に関して，ペー

ジ pa がページ pb より詳細な内容を記述している．

• 別観点関係 (pa ∥k pb):ページ pa,pb 共にトピック kに関

しての記述はあるが，そのサブトピックの記述の観点が異なっ

ている．

このときの語 kを基準語と定義する．また，これらの関係は以

下の性質を持つ．

pa ≻k pb ⇒ pb ̸≻k pa (7)

pa ∥k pb ⇒ pb ∥k pa (8)

基準語の発見のアルゴリズムは以下のとおりである．

（ 1） 詳細グラフの上位から順に pa に出現する語が，pb に

も出現するかどうかを検証する．

（ 2） pbに出現しなくなった語の直前の語を kの候補とする．

（ 3） kについて部分詳細化関係か別観点関係かを判定する．

部分詳細化関係と別観点関係の判別は，詳細グラフにおける k

の子孫となる語の出現状況によって行う．詳細グラフにおいて

k の子孫となる語集合 children(k)のうち，ページ pに含まれ

るものを contain(p, k) と表すと，以下の式を満たすとき，部



図 3 詳細グラフの例

分詳細化関係と判定する．

|contain(pa, k) ∩ contain(pb, k)|
|contain(pb, k)| > θdetail (9)

また，以下を満たすときに別観点関係と判定する．

|contain(pa, k) ∩ contain(pb, k)|
|children(k)| < θparallel (10)

ただし，θdetail,θparallel は事前に設定される閾値である．さら

に，ページ間の関係において，それぞれのページを象徴する語

を象徴語と定義する．pa ≻k pb の場合，pb の象徴語は k と定

義する．pa ≻k pb および pa ∥k pb の場合の pa の象徴語は pa

に含まれるが，pb には含まれていない語句のうち，詳細グラフ

における k の子孫にあたる語のうち最も上位の語と定義する．

また，式 8より pa ∥k pb の場合の pb の象徴語も同様に求めら

れる．これらの象徴語は，スニペットの生成やページ提示時の

強調箇所の決定に用いられる．

3. 2 ページセットの構造

統合型検索においてはページセットをページのうちの 1つの

被覆度が非常に高く，他のページがそれを補完するような状態

になっていることも少なくない．そこで，これを前述したペー

ジ間の関係を元に木構造として表現する．検索語が多義語であ

る場合などもあるため，複数の木構造になる場合もある．この

場合は，各概念ごとに 1つずつの木構造ができる．したがって，

これらの構造を表すグラフを Gとすると，Gを求めるアルゴ

リズムは以下のようになる．

（ 1） ページセット sを構成する p ∈ sの中で被覆度が大き

い順に以下を実行する．

（ 2） G = (ϕ, ϕ)の場合，Gのノードとして，pを追加する．

（ 3） G |= (ϕ, ϕ)の場合，Gのすべての葉ノード pG に対し

て，検索語でない基準語 k を発見し，それが存在する場合は

さらに 3. 1で述べたアルゴリズムで pと pG の関係の種類を求

める．

（ 4） pG ∥k p または pG ≻k p の場合は，さらに G におけ

る pG の親ノードとの関係について評価を行う．

（ 5） p ≻k pG の場合は，pG の子ノードとして，pを Gに

追加する．

（ 6） いずれのページとも関係を持たない場合は，Gの新た

なルートノードとして追加する．

3. 3 特異箇所の抽出

ページ間の関係を定義するにあたっては内容の特異箇所にも

注目する．特異箇所は内容がどのくらい重複しているかのよう

な量ではなく，どの部分がどのくらい重複していて，どの部分

が異なっているかを示すものである．これらを表現するために，

3. 2で定義した木構造と象徴語を用いる．特異箇所は文の集合

として定義され，以下のようなアルゴリズムで抽出される．

（ 1） 対象となるWebページを段落で分割し，さらに文単

位 (句点または，改行)で分割する．

（ 2） 象徴語を含む文を抽出し，特異箇所に追加する．

（ 3） 上記の文と同じ段落に属しており，文間の距離が

−lbefore <= dp(r1, r2) <= lafter を満たす文に関しても特異箇

所に追加する．

ただし，関数 dp はページ pにおける 2文間の距離をその絶対

値で，出現順序を正負で表現する関数であり，文 r1,r2 がこの

順番で連続している場合は，dp(r1, r2) = 1とする．また，以

下が常に成り立つものとする．

dp(r1, r2) = −dp(r2, r1) (11)

dp(r1, r3) = dp(r1, r2) + dp(r2, r3) (12)

4. 検索結果の提示手法

検索結果の提示手法について，検索結果リストの提示方式と

ページ自体の提示方式の 2つ分けて検討する．前者は，検索エ

ンジンの検索結果ランキングの提示インタフェースに対応する

もので，後者はページのキャッシュの提示インタフェースに近

いものである．後者は現在の検索エンジンのキャッシュすると

いう機能ではなく，クエリによって応じて見せ方 (強調語句)を

変えているという点に着目したものであり，現在の検索エンジ

ンにおいて完全にこれに対応するインタフェースは備えられて

いない．

4. 1 検索結果リストの提示

検索結果リストは各ページセットを概要を示すユニットを統

合型検索での順位順に提示するものである．本手法では以下の

2つによって表現を行う．

• ページセットの構造の表現

• ページ間の関係に基づくスニペットの生成

ページセットの構造は，3. 2にて定義した木構造をページ間



の関係に応じたインデントをつけた箇条書き形式にすることに

よって表現する．つまり，部分詳細関係にあるページは箇条書

きのレベルを変え，別観点関係にあるページは同じレベルの箇

条書きになるように配置を行う．

また，スニペットは以下の手順で特異箇所から生成される．

（ 1） 特異箇所に含まれる文のそれぞれに対して，象徴度を

計算し，大きい順にスニペットの候補リストに追加する．

（ 2） スニペット候補リストの上位から文の長さ (語数) が

lsnippet 以下という条件を満たすようにできるだけ多くの文を

追加する．

ただし，象徴度は文に含まれる象徴語と詳細グラフにおける

象徴語の子孫にあたる語の種類数を文中の名詞数で割った値で

ある．

4. 2 ページセットの提示

ページセットにおいて各ページのどの部分が重要かを以下の

2つで表現する．

• 特異箇所の強調表示

• スニペットとページの関係づけ

ページの閲覧時においてそのページがページセットにおいて

どの部分が重要かを特異箇所を強調表示することで示す．特異

箇所は 3. 2にて定義したアルゴリズムで求め，文字の背景色を

変えることによって，強調する．

また，ページセットの閲覧時に特異箇所を提示するだけでは，

特異箇所をページから発見するのに手間がかかってしまう可能

性である．そこで，スニペットとページを関係づけ，スニペッ

トをクリックすることでページの当該箇所にジャンプできるよ

うにする．具体的には，スニペットに対応する文を含む特異箇

所を HTMLのタグで囲み，名前をつけると共に，スニペット

からそれに対してリンクを張ることで実現する．

4. 3 システムイメージ

システムイメージを図 4 に示す．左側がランキングの結果，

右側がWebページの表示部分である．四角で囲まれた部分が

各ページセットを表しており，ランキングの単位である．ペー

ジセットを構成するページはタイトルとスニペットがページ間

の関係に応じてインデントされて配置されている．右側のWeb

ページは特異箇所の背景が着色されて強調されている．

(1)

・ タイトル1

スニペット.

- タイトル2

スニペット
- タイトル3

スニペット
- タイトル4

スニペット

(2)

・ タイトル1

スニペット.

- タイトル2

スニペット
・ タイトル3

スニペット
- タイトル4

スニペット

(3)

検索結果表示部分 ページ表示部分

タイトル1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

強調表示部分

ページセット

図 4 システムイメージ

5. お わ り に

本稿では，著者らが提案している統合型検索において，より

効果的に検索結果を提示する手法を提案した．本手法では，統

合型検索の解の単位であるページセットを構成するページ間の

関係に着目し，その特異箇所を抽出，利用することによって，

検索結果のリストの提示手法およびページ閲覧時のページの提

示手法を改善する方法について検討を行った．これにより，統

合型検索によって得られた検索解をより効率的かつ効果的に閲

覧することが可能になると考えられる．今後は，以下のような

評価実験を行う．

• 検索結果リストの提示におけるページ間の関係の提示の

有効性の評価

• 検索結果リストの提示における提案手法により生成され

たスニペットの有用性の評価

• ページセットの提示における該当箇所の発見のしやすさ

に関する評価
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