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あらまし Web上の関係するコンテンツは個々の情報だけでなく，相互に意味を補完することで全体として有用な情

報を持つことが多い．本稿ではこのような関係するコンテンツ群をWeb文脈と定義し，ユーザによるWeb文脈から

の情報抽出を支援する RSSブラウザを提案する．RSSブラウザではWeb文脈を構成するコンテンツ群に対応付けら

れたRSSフィードをコンテンツ間の関係性を基に木構造で表示する．この RSSブラウザの直感的な表示により，Web

文脈の全体像と個々のコンテンツの概要を同時に把握することが可能となる．RSSフィードの収集は本研究室で提案

している Cooperative Web Architecture(CWA)を用いる．CWAにより RSSブラウザは単純なクローリングによる

順リンク方向の収集だけでなく，逆リンク方向の収集も可能である．また，各コンテンツの非同期的な更新が不適切

な参照関係を引き起こし，Web文脈に悪影響を与えてしまうことを考慮して，RSSブラウザはリンクの向きと更新時

刻の整合性を用いてそのような参照関係を検知する機能を有している．本稿では RSSブラウザの機能要件定義，イン

タフェースの提案，並びに試作システムの実装と効果の検証を行う．
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Abstract Information observed from multiple related web contents is more useful than from single contents. This

paper defines such related web contents as the web context. Then, we propose RSS browser which supports users

to extract information from web contexts. RSS browser gives trees of RSS feeds based on web contexts so that

users can browse abstractions of the pages considering relations between them intuitively. We can collect RSS

feeds of web contents for both forward and reverse links by using Cooperative Web Architecture(CWA) which is

proposed by us. Besides, we have to consider that improper reference is caused and seriously affects Web contexts

because web contents update asynchronously. Provide against such cases, RSS browser has a function of detecting

incompatible reference based on comparison between the time about updating contents and the directions of links.

In this paper, we define required functions, propose the interface, implement the preproduction system, and verify

this apprication.
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1. 背 景

ブログに代表されるWebコンテンツ作成サービスなどの発

達により，Web上には膨大な量のコンテンツが存在している．

これらのコンテンツの間には様々な関係性がある．こういった，

関係を持つWebコンテンツ群が相互に意味を補完し合うこと

で，全体として意味をなす状況が往々にして存在する．例とし

ては，ソフトウェアが置かれたコンテンツ Aに対し，そのイン

ストール方法について書かれたコンテンツ Bが Aにリンクし

ている場合，両者でソフトウェアインストールのための情報を

なすといった状況が挙げられる．このように全体としての意味

を把握するために，関係するコンテンツ群を取得することは重

要であると言える．

関係するコンテンツ群をユーザが取得できるように，Web文

書の分類，関係把握支援を行う研究は多くなされている．これ

らの研究は言語的特徴に基づいて分類する方法と，ハイパーリ

ンクに基づいて分類する方法の 2種類が多い．

本稿ではハイパーリンクに基づく関係把握の支援を行う．な

ぜならリンク先ページの内容は，リンク元ページの筆者が自身

のページの意味を補完することを期待したものであり，リンク

元ページが含まれるページ群がなす全体としての意味を把握す

る上で不可欠であると考えられるためである．

是津ら [1]は画像とリンク関係にあるコンテンツを利用する

ことで，より効果的な画像検索を行う方式を提案している．こ

の方式ではWeb上の画像に対し，画像前後の文章や，HTML

の構造における画像ノードの親，子の内容，そして画像に付随

したリンク先にあるコンテンツや，画像を含むページにリンク

を張っているコンテンツのタイトル，リンクアンカーをWeb

文脈と定義している．これを自動的に収集，掲示することで，

ユーザは画像についての情報を把握することができる．これは

画像の内容を推定するために，ユーザにWeb文脈として関係

するコンテンツ群を提示したものと言える．

このようなリンク関係にあるコンテンツが全体として意味を

なし，ユーザが複数のコンテンツから情報を引き出すことは，

画像だけに限ったことではなくコンテンツ一般に当てはまる．

例えば検索モデルにリンク先コンテンツ数や検索クエリ語の

マッチ状況などを導入し，検索結果リストとしてユーザに提示

するシステム [2]では，リンク関係が検索やナビゲーションに

重要であるとしている．

そこで本稿では是津らによるWeb文脈の定義を，画像だけ

でなくコンテンツ一般に拡張する．その際に，Web文脈を構成

しうるコンテンツとして，同一筆者によって作成された他のコ

ンテンツが考えられる．これらのコンテンツは筆者の経験や，

コンテンツ作成時の筆者の考えが書かれており，筆者が作成す

るコンテンツの背景や嗜好などが把握できると考えられる．そ

れを暗黙的に踏まえた上で筆者は新しいコンテンツを作成す

るため，同一の筆者によって作成されたコンテンツはWeb文

脈に含まれる可能性は高い．また，こういった同一筆者が作成

したコンテンツ群は同一のサイトに所属することが多い．そこ

で提案アプリケーションでは同一サイトに所属する関係もコン

テンツ間の関係を表す要素として含め，リンク関係と合わせて

Web文脈を再定義する．新たに定義されたWeb文脈を自動的

に収集することで，Web文脈として持つ意味の理解を支援する

アプリケーションを考える．

コンテンツ一般からWeb 文脈を抽出する際の問題として，

ユーザの情報要求の多様性が挙げられる．例えば同一の情報

に対しても，一般的に「正しい」とされる情報の組み合わせを

求める場合（一般的な情報検索）もあれば，これと背反する一

般的に「誤った」とされる情報の組み合わせを検索したい場合

（嘘の検出やメンテナンスのためなど）も存在する．このこと

を考え合わせると，目的に応じて情報フィルタリングを行うこ

とが重要であるとしても，そのためには，Web文脈を構成しう

るできるだけ多くの情報を収集することが必要である．

また別の問題として，Web 上のコンテンツは非同期に更新

されるためリンク元のコンテンツとつじつまが合わなくなり，

Web 文脈がもともと表現していた正しい意味を得ることがで

きなくなる問題も挙げられる．最初に述べた例で説明すると，

ソフトウェアの更新によってコンテンツ Aが更新され，インス

トール方法が変更された場合，コンテンツ B の内容は不適切

なものになってしまう，といった状況を指す．このとき閲覧者

はWeb文脈から誤った意味を得る恐れがある．これを回避す

るために，そのような更新をユーザが検知できる機能が必要で

ある．解決方法として，コンテンツが更新される度に更新前の

コンテンツを保存しておく方法が考えられるが，この方法は保

存のためのコストや，あるとき筆者にとって不都合となってし

まったコンテンツも残されてしまうという欠点がある．

そこで本稿では，Web文脈取得にかかる手間と，誤った意味

をなすWeb文脈を抽出してしまう問題を解決し，正しいWeb

文脈の意味の理解を支援する方式として，コンテンツの最終更

新時刻と現在のリンクの向きの整合を示すことで参照関係の適

切さを意識させつつ，ユーザが要求するWeb文脈の自動収集，

表示を行う RSSブラウザを提案する．本提案 RSSブラウザの

目的は，抽出困難であった複数コンテンツの関係をユーザに提

供することにあり，ユーザの情報要求の汲み取りを含む，情報

フィルタリングに関しては，それらを目的とした研究による手

法の適用を含め，本稿での対象外である．本稿では RSS ブラ

ウザが上記の機能を持つための具体的な仕様を中心に述べ，最

後に RSSブラウザの試作システムを実装し，Web文脈を収集

する様子や，誤った参照関係を検知する様子を，実際の表示を

示すことで明らかにする．

2. 関 連 研 究

Web文脈の把握を支援する観点からは，Webナビゲーショ

ン支援やWebグラフの可視化に関する研究が類似したものと

して挙げられる．ここでは事前のクローリングを伴わず，ユー

ザの指示に基づくリンク先情報の提示を行うものをWebナビ

ゲーション支援，また，事前のクローリングデータに基づき，

大域的にWebグラフの状況を提示するものをWebグラフの可

視化と分類し，それぞれについて説明する．



2. 1 Webナビゲーション支援

中岡らの研究 [3]は児童向けに，コンテンツ間のリンクや共通

キーワードを持つなどの関係を道路と見なし，ドライブ感覚で

関連コンテンツを辿れるようなインタフェースを提案している．

また道路の先に存在する関連ページが，サムネイルとして道路

の分岐点に表示される．児童は語彙力の面で目的となるページ

の発見が困難であるため，関連ページを周囲に表示することで，

現在閲覧中のページの意味を補完させ，現在何に関するページ

を見ているかをユーザに認識させようとするものである．

中岡らの研究 [3]ではコンテンツ間のリンクや共通キーワー

ドといった関係を道路と見なし，分岐点の先に関係するコンテ

ンツを表示して現在閲覧中のコンテンツの内容を補完させる，

ドライブ感覚のWebインタフェースを提案している．

検索語にマッチしたページ群を基に，リンクでつながれた周

辺ページをグラフとして可視化して提示する検索システム [4]

では，グラフノードの省略に検索語とのマッチ度合いなどの言

語処理を導入し，ユーザの情報要求に応えようとしている．

既存サービスである walk2web [5]は，ユーザが選択したペー

ジがリンクしている複数のページの情報を一度に示し，その動

作を繰り返すことでリンク構造を表すグラフを構成させる．こ

れによってユーザに，自身の興味と関係するページを効率よく

発見するのを支援している．

SNSである mixiにおいて，友人関係を表すマイミクシィの

関係を用い，mixi 内の人物を次々と辿ることができるソフト

ウェアも存在する [6]．

これらはリンクのみを利用しており，ページが所属するサイ

トは考慮していない．1章で述べたように同一サイトに属する

関係は，ページが作成された背景や筆者の嗜好などを把握する

上で有効である．また表示の方法として，これらは記事の概要

を一つ一つ表示していくものであるため，全体としての意味を

抽出するという点では使いにくい．

2. 2 Webの可視化

Web の可視化に関する研究ではコンテンツをノード，ハイ

パーリンクなどの関係をリンクとしたグラフとして可視化さ

れることが多い．しかしWeb上のリンク構造は非常に複雑で，

単純にこの可視化を行ってもユーザは目的のコンテンツを発見

できず扱いにくい．そこで，整理された形でグラフを表示する

ことが求められる．この整理のために，リンクの結びつきが強

いページや内容の類似性が強いノードを近くに配置すること

で，関係の強いページを密集させて表示を行う研究は多く存在

する [7] [8]．

また，不必要と考えられるノードは統合ノードとしてまとめ

てしまい，ユーザが必要とすると判断した範囲は，ノードを統

合せずに表示するようなインタフェースも提案されている [9]．

これらの研究はWebグラフを何らかの評価関数に従って整

理することで，ユーザが容易に閲覧できる表示方法を提案して

いる．その評価関数を用いることがユーザの要求に適している

場合，これらのインタフェースは非常に有益であると言える．

しかし前章でも述べたようにユーザの情報要求は多様であり，

Web文脈を発見するという目的において，固定的な評価関数で

整理することは適切であるとは言えない．

また，これらのクローリングデータを対象とした可視化の研

究にあっては，いずれもクローリングによる情報収集を原因と

した，実際の情報との不整合や収集漏れが避けられない．これ

は超分散で非同期に情報が更新されるWeb情報モデルにおけ

る本質的な問題であり，クローリング局面における困難の解決

に対しては今なお数多くの提案 [10] [11]がなされている．

本稿ではこれらの問題に対し，ユーザの多様な情報要求に応

える基盤として，収集情報のフィルタリングに関しては今後の

課題としつつ，超分散環境におけるWeb文脈に適応した RSS

ブラウザを提案する．

3. RSSブラウザの概要

本章では筆者らの提案方式で抽出する対象となるWeb文脈

の定義を行なった上で，実際にWeb文脈を取得するために必

要な RSSブラウザの機能を述べる．

ここで以降の説明のために基礎的な用語を定義する．ある特

定の話題について書かれたコンテンツを記事とする．また，同

一筆者によって書かれた記事群をサイトとする．例えばブログ

において，記事とは 1つのエントリーを示し，サイトとはある

筆者によって書かれたブログ全体を示す．

3. 1 Web文脈の定義の拡張

Web文脈の概念は，記事間にある特定の関係を持ち，一連の

関係記事群として閲覧することで，単独の記事では得られない，

全体としての意味を持つような記事の集合，またそのような記

事群がなす意味である．

しかし全体としての意味を持つ記事を判別するのは困難で

ある．これは，どのような記事を要求したいかは様々な要因に

よって多岐に変化するため，特定の評価関数を用いる等の機械

的な方法では判別しにくいためである．

そこで本稿では，Web文脈候補の記事群として近似的にWeb

文脈を定め，機械的にそれらを判別できるようにする．候補と

なる記事群は，1章で述べたように筆者の意図が反映された次

の 2 つのような関係によって関係づけられた一連の記事群と

する．

• リンク関係:リンク/被リンク関係

• サイト関係:同一サイトに属する関係 (同一筆者によって

書かれた関係)

例えば，図 1のような記事の関係構造になっている場合を考

える．Web文脈 1はソフトウェア 1のダウンロードページ，紹

介記事，それに対する批評記事であり，ソフトウェア 1に関す

るWeb文脈を表す．また，Web文脈 2はソフトウェア紹介サ

イト内の記事，及びそれらの記事に対する批評記事であり，ソ

フトウェア紹介サイトによって推薦されているソフトウェアに

関するWeb文脈を表す．

これらの関係にある記事は既存のクローリングや，検索エン

ジンの逆リンク検索，サイトのトップページを見るといった方

法で収集可能である．しかしこれらをユーザの情報収集のたび

に行うのでは効率が悪いため，全ての動作を 1つのアプリケー

ションで行えるとよい．また，ただ記事の内容を並列に表示す
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図 2 不適切な参照関係が発生する例

るのではなく，記事間の関係がわかりやすいように効果的に一

覧表示できる必要がある．

3. 2 不適切な参照関係の検知方法

Web 上の記事は非同期的に更新される．そのため記事が更

新されると，それを参照していた記事の内容が本来の内容と異

なってしまうことがある．これにより，本来のWeb 文脈が変

化してしまう可能性がある．このように，記事の更新によって

Web文脈が変化している可能性のある参照関係を，本稿では不

適切な参照関係と呼ぶ．

不適切な参照関係が発生する様子を図 2 を例に具体的に説

明する．まずリンクが，もともとWeb上に存在していたダウ

ンロードページに張られる．これは図 2 の上の状態に対応す

る．その後ソフトウェア 1のバージョンが変わり，ダウンロー

ドページの内容（例えば機能についての記述など）も変更され

たとする．リンク先記事が更新されたため，これは図 2の下の

状態に対応する．このときもリンクは紹介記事がダウンロード

ページを参照していることを示している．しかしこのリンクは，

紹介記事の筆者がソフトウェア 1の前のバージョンを意識して

張ったものである．従ってこのリンクは，紹介記事の筆者の意

図を正確に反映したものではない．ゆえに図 2の下のWeb文

脈は，筆者の意図したものと異なる可能性がある．このような

状況においてユーザが誤ったWeb文脈を抽出してしまうこと

を防ぐために，これを検知する方法が必要である．

検知には，リンク先記事の最終更新時刻とリンクの発生時刻

の比較を利用する．通常リンクは既に存在している記事に対し

て張られるものであり，リンクの発生時刻の方がリンク先記事

の最終更新時刻よりも遅くなる．不適切な参照関係が発生した

場合，リンクの発生時刻の方がリンク先記事の最終更新時刻よ

りも早くなる．このことから，リンクの発生時刻と，リンク先

記事の最終更新時刻を比較すれば，リンクが正しい参照関係を

示しているかを検知できる．

3. 3 RSSブラウザの機能

3.1，3.2節を踏まえ，RSSブラウザの機能を提案する．ユー

ザのWeb文脈の探索を支援するために，RSSブラウザには新

たに定義したWeb 文脈を収集する機能が必要である．また，

Web文脈を記事間の関係が分かるように効果的に表示し，その

際に不適切な参照関係をユーザが検知できるような機能が必要

である．この節においてWeb文脈の収集と表示方法について

述べ，ユーザが RSSブラウザを用いてWeb文脈を抽出する様

子をイメージ図を用いて説明する．

3. 3. 1 Web文脈の収集

RSSブラウザは 3.1節で述べた定義に該当する記事の情報を

収集する．Web 文脈を収集する範囲を特定することは，Web

文脈に含まれる記事を判断することと同様なので，これは困難

であるといえる．そこで RSS ブラウザは，ユーザが要求する

ごとにWeb文脈の収集範囲を広げる．その際どの記事対して，

リンク関係とサイト関係のどちらを使うかはユーザが選択でき

る．このとき選択した記事を注目記事と呼ぶ．ユーザはWeb

文脈として十分な情報が得られたと感じるまで注目記事と利用

する関係を選択することでWeb文脈の収集範囲を広げ，満足

した時点で収集を終了する．

3. 3. 2 Web文脈の表示

ユーザがWeb文脈を把握するためには記事の内容と記事の

関係を同時に閲覧することが効果的である．しかし，これには

表示する情報が多いという欠点がある．例えば記事の内容を全

て表示した場合，その記事の内容は把握できるが，複数の関係

記事を表示するには画面の領域が足らず，記事間の関係は把握

しにくい．逆に，記事をグラフのノードのように点で表示する

ことで，記事間の関係を示すことができるが，記事の内容が十

分表示できないという問題がある．

そこでRSSブラウザでは記事の概要を表示することで，複数

記事の内容をユーザが一度に閲覧することができるようにする．

さらにこれらを互いの関係を基に相関図的に表示することで，

ユーザは記事群の関係も視覚的に把握できる．さらに，不適切

な参照関係を検知する機能を持つ．検知には 3.2節で述べた条

件を用い，この条件にあてはまる記事をユーザに示すことで，

不適切な参照関係の可能性をユーザに通知する．

3. 3. 3 RSSブラウザによるWeb文脈探索の様子

図 3は RSSブラウザによって，図 1のWeb文脈 2を探索す

るイメージ図である．

ユーザはまず注目記事を決める (図 3左上)．このとき注目記

事はソフトウェア 1の紹介記事である．

注目記事の概要を見て，ユーザはその記事の評価を知りたく

なったとする．その際ユーザは注目記事とリンク関係にある記

事を RSSブラウザによって取得する (図 3右上)．

次にユーザは注目記事に関する批評記事を読み，ソフトウェ

ア 1だけでなく，別のソフトウェアの情報を入手したいと考え

たとする．その際ユーザは注目記事とサイト関係にある記事を



ソフトウェア １紹介記事
ソフトウェア紹介サイト ソフトウェア １ダウンロードページDownload now ソフトウェア １紹介記事

批評記事 １

批評記事 ２

ソフトウェア紹介サイトダウンロードサイト　Ａ ブログ　Ａ

ブログ　Ｂ

ソフトウェア １ダウンロードページDownload now ソフトウェア １紹介記事

ソフトウェア ２紹介記事

批評記事 １

批評記事 ２

ソフトウェア紹介サイトダウンロードサイト　Ａ
ブログ　Ａ

ブログ　Ｂ

リンク！

サイト！
ソフトウェア １ダウンロードページDownload now ソフトウェア １紹介記事

ソフトウェア ２紹介記事

批評記事 １

批評記事 ２

批評記事 ３
ソフトウェア ２ダウンロードページDownload now

ソフトウェア紹介サイトダウンロードサイト　Ａ

ダウンロードサイト　Ｂ

ブログ　Ａ

ブログ　Ｂ

ブログ　Ｃ
リンク！

この紹介記事に対する他の人の評価が知りたい

ソフトウェア１だけでなく別のソフトウェアの情報がほしい

ソフトウェア２の紹介記事に対する他の人の評価が知りたい

図 3 Web 文脈の探索の例

RSSブラウザによって取得する (図 3右下)．

その後ユーザは，ソフトウェア 2の紹介記事に注目記事を移

し，概要を読む．その結果，ユーザがその注目記事の評価を知

りたくなったとする．その際ユーザは，再びリンク関係にある

記事を RSSブラウザによって取得する (図 3左下)．

ソフトウェア 2の紹介記事に対する批評記事を読んだユーザ

は，現在の情報に満足して，Web文脈の探索を終了する．この

ようにして，ユーザは自信が求めるWeb文脈を探索すること

ができる．

4. RSSブラウザの試作システム設計

実際の効果を検証するために RSS ブラウザの試作システム

を実装する．本章では，前章で提案した方式を実際に行うため

の，具体的な実装方法を考える．

4. 1 試作システムにおけるWeb文脈の収集

4. 1. 1 記事の概要として RSSフィードを利用

記事の概要を扱うデータとして RSS フィードがある．RSS

フィードは XML形式で記述された，記事のタイトルや概要に

該当する情報を記述できるデータである．RSSフィードはしば

しば RSS リーダによって用いられるため，基本的にサイト単

位で記事の情報がまとめられており，かつ複数記事の内容を同

時閲覧することを想定している．よって本稿の提案方式に適し

たデータであると考えられる．そこで試作システムが記事の情

報を収集する際の対象として利用する．

4. 1. 2 サーバが RSSフィードを収集する CWAの利用

関係記事の RSS フィードの収集には様々な方法が考えられ

る．例えば，記事内のリンクを探すことによって順リンク先の

記事を得ることができ，また，サイトのトップに戻りサイト内

の他の記事を発見することも可能である．逆リンク先の記事は，

検索エンジンを用いる等の方法で発見可能である．

今回情報を収集するために，我々の研究室で提案されている

Cooperative Web Architecture(CWA)を用いる [12]．CWAと

は，Advanced Web Server(AWS)というサーバが互いに通信

することで，自身の保持する記事を中心に，リンクの向きに関

係なく nホップ辿った範囲の記事の RSSフィード及び，リン

ク構造を管理する仕組みである．この通信はリンク構造の更

新や，RSS フィードの更新が行なわれる度に生じるため，各

AWSでリンク関係記事の RSSフィードが効率的な通信によっ

て共有される．また，記事の属するサイトの RSSフィードは，

通常その記事が保存されているサーバ内にある．以上のことか

ら AWSには，自身の保持する記事と共に，サイト関係記事の

RSSフィードとリンク関係記事の RSSフィードが両方管理さ

れている状態となる．これにより記事を持つ AWSにアクセス

するだけで，これらの RSS フィードを得られることになるた

め，記事の内容を解析してリンクを見つけるといった処理が不

要になり，素早い情報取得ができる．

そこで RSSブラウザは関係する記事の RSSフィードを収集

し，それらのタイトル，概要，所属サイトなどの情報を表示す

る．ユーザは関係する記事の RSS フィードを次々と辿ること

で効率よくWebナビゲーションを行いWeb文脈を得る．これ

を RSSサーフィンと呼ぶ．

4. 2 試作システムにおけるWeb文脈の表示

4. 2. 1 ツリーによるWeb文脈表示

記事の情報を表示する際には，記事間の関係が把握しやすい

よう，関係に基づいた配置を行なう必要がある．今回は記事の

関係を表示するためにツリー構造を利用した．この表示にお

いて，ツリーのノードはサイトまたは記事を表す．記事を表す

ノードの親は，その記事が属するサイトを表すノードとなる．

図 4をもとに表示の様子を説明する．最初にユーザは，RSS

サーフィンを開始する記事の URL を RSS ブラウザに入力す

る．RSSブラウザはその記事と所属サイトの情報を返し，図 4

の画面 1を得る．その後，以下の機能を利用できる．

• リンク関係記事の取得

RSSブラウザはユーザからリンク関係記事の要求と，注目す
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る記事を入力として受け取ると，リンク関係記事のRSSフィー

ドを表示する．ユーザが記事ノードをクリックすると，その記

事を注目記事とし，リンク関係記事を要求していることを RSS

ブラウザが認識し，記事ノードの子にリンク関係記事の RSS

フィードをサイトノードと共に表示する．図 4の画面 1から画

面 2は，ユーザが紹介記事 1をクリックし，紹介記事 1とリン

ク関係にある DLページ 1，批評記事 1，批評記事 2を得る様

子である．

• 同一サイト関係記事の取得

RSSブラウザはユーザからサイト関係記事の要求と，注目す

る記事を入力として受け取ると，その記事を含むサイトに属す

る他の記事を表示する．ユーザがサイトノードをクリックする

と，そのサイトの子として表示されている記事を注目記事とし，

サイト関係記事を要求していることを RSSブラウザが認識し，

サイトノードの子にサイト関係記事の RSS フィードを表示す

る．図 4の画面 2から画面 3は，ユーザが紹介サイトをクリッ

クし，紹介サイトに含まれる紹介記事 2を得る様子である．

4. 2. 2 再帰的処理によるWeb分脈収集範囲の拡大

新たに追加されたノードは，再びクリックすることで，その

記事の関係記事を取得できる．図 4においては，画面 3で得た

紹介記事 2に対してリンク関係にある DLページ 2，批評記事

3 を得ているのがこれに当たる．この機能によってWeb 文脈

の探索範囲をユーザが自由に広げていき，必要な RSS フィー

ドを得る．

4. 2. 3 相対更新時刻による不適切な参照関係の検知

リンクの発生時刻は通常求めることができないが，リンクは

RSSフィードに記載されたリンク元記事の最終更新時刻よりも

後に発生することはない．そこでリンク発生時刻の代替として，

相対更新時刻をリンク先記事とリンク元記事の最終更新時刻の

比較によって表す．これをリンクの向きと合わせて表示し，不

適切な参照関係の検知に利用する．

リンク関係記事の取得によって得られた記事は，そのとき注

目していた記事との更新時刻の前後によって，ノードの背景を

変更する．背景は古い記事のときは背景を濃く，新しい記事を

薄く表示される．リンクの向きは記事ノードに表示しているた

め，このリンクの向きと相対更新時刻を照合し，リンク先記事

の方がリンク元記事よりも更新時刻が早いとき，参照関係が不

適切であることがユーザに認知される．

5. RSSブラウザの試作システム実装

実装には Perl/CGI 及び JavaScript を用いた．RSS ブラウ

ザは，関係記事の RSS フィードを収集する情報収集部と，集

めた RSSフィードを整理してユーザに提供する RSSブラウザ

部に分かれる．

5. 1 情報収集部

前章で述べたように，関係する記事のRSSフィード収集には

CWAを用いる．図 5のように AWSが他の AWSと通信を行

い，リンク関係にある記事の RSS フィードをあらかじめ収集

する．サイト関係にある記事の RSS フィードは同一サーバに

あることが多いので，これらはサイト関係記事の RSS フィー

ドは同一 AWSに保持されているものとする．よって AWSに，

それぞれの関係の RSS フィードが管理されている状態となっ

ている．

AWSは RSSブラウザから入力として，記事と要求する関係

(サイト関係またはリンク関係) を受け取る．RSS ブラウザは

データベースにアクセスすることで必要な RSS フィード群を

取り出し，RSSブラウザに返す．

5. 2 RSSブラウザ部

RSSブラウザ部はユーザからの入力を受け取り，AWSにア

クセスして必要な RSS フィードを得る．それらをツリーに整
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形して，表示へ追加する．

ユーザが行える操作は，サイトノード及び記事ノードのク

リックである．この後に AWSへのアクセスを行い，受け取っ

た RSS フィードを 4.2.1 節の決まりに従って表示する．ユー

ザはそれを見ることにより，関係記事の概要と，他の記事との

関係を把握することができる．

RSSブラウザには関連ツリーの閲覧を補助するための機能と

して，マウスのドラッグによって表示をスクロールする機能を

持たせた．また，時間的にユーザがどの方向にRSSサーフィン

したかがわかるように，各記事において，関連ツリーの根から

その記事に至るまでに辿った記事の相対更新時刻を表示する機

能も付与した．

実際の表示の様子を示すために図 6 のようなリンク構造を

RSSサーフィンし，そのときの表示を図 7に示す．

6. 効果の検証

RSSブラウザの効果を検証するために，類似インタフェース

を持つ walk2web [5]と RSSブラウザの比較を行う．RSSブラ

ウザと walk2webの共通の機能として，

• 注目した記事の順リンク先記事の発見

• 発見した記事の RSSフィードの取得，表示

の 2 点が挙げられる．また，RSS ブラウザのみが持つ機能と

して，

• 同一サイト内の記事の発見

• 不適切な参照関係の検知

の 2点が挙げれられる．この違いによって得られる効果を，例

を用いて説明する．

Webナビゲーションの途中で商用サイト内の記事を取得し，

この商用サイトが信頼できるかどうかを判断したい状況があっ

たとする．サイトを意識しない walk2webでは，リンク関係に

ある記事の情報で信頼性を判断可能であるが，信頼性の低い商

用サイトは信頼性の高いサイトに対してリンクを張っている可

能性が高いため，判断が困難になると考えられる．RSSブラウ

ザでは同一サイト内の他の記事を閲覧できるインタフェースを

持つため，そのサイト全体の様子を把握することができ，記事

の信頼性を判断できる．

また別の状況として，Wikipediaのある記事にリンクを張っ

ており，その内容が間違っていることを指摘した批評記事があ

り，リンクが張られた後，Wikipediaの内容が正しく修正され

たとする．このとき walk2webでは更新時刻を特に意識してい

ないため，批評記事の意味が理解できない．さらには，批評

記事がWikipedia の間違いを指摘する際，「本当はWikipedia

の記述よりも 1m長い」といった相対的な表現を記述した後に

Wikipediaが正しく訂正された場合，この批評記事を取得した

読者は，正しい値よりも 1ｍ長い値が真実であると誤解する恐

れがある．RSS ブラウザではWikipedia の更新時刻が批評記

事の更新時刻より遅いことがわかるので，この不適切な可能性

のある参照関係を察知できる．

さらに，walk2webは複数記事の概要を同時に閲覧するといっ

た機能を持たない．これはWeb文脈において意味の補完を行

うために便利な機能であるため，walk2webはこの目的に適さ

ないと言える．

このように，walk2webは効率よくリンクを選択でき，その

ための補助機能は充実しているが，Web文脈を抽出するという

今回の目的においては十分な情報が得られないと考えられる．

逆リンクについては，今後さらに検証を進める．

7. ま と め

本稿ではユーザによるWeb文脈の理解を支援するアプリケー

ションである RSSブラウザを提案した．まず RSSブラウザの

機能を決めるためにWeb文脈を定義した．そしてWeb文脈を

取得する際に必要な機能として，リンク，サイト関係記事の収

集，再帰的表示などを挙げた．また，Web 文脈の理解に影響

を与える不適切な参照関係を検知するために，相対更新時刻を
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導入した．次に効果の検証のために試作システムの実装を行っ

た．実装を行なう際に，RSS ブラウザの機能を実現するため

に，CWAや RSSフィードを利用することを述べた．最後に実

装した RSSブラウザの効果を検証した．

今後の方針として，記事間の同一トピックやキーワードを持

つ関係を利用することを考えている．例えば表示された記事に

対してキーワードを用いてフィルタリングすることで，収集さ

れた記事からキーワード関係記事を見つける方法が考えられ

る．また，最初の RSSブラウザへの入力としてトピックやキー

ワードを入力し，検索エンジンを用いて得た出力結果の記事群

を始点に RSS サーフィンすることで，出力結果の各記事を含

むWeb文脈を比較するといった方式も考えられる．

このように RSS ブラウザにさらなる追加機能を付与し，よ

り使いやすいインタフェースとして改良していく予定である．
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