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あらまし インターネットが普及し，WWW上で様々な情報やサービスが提供されるようになった．人が生活し，業

務を遂行する上で，目的とする活動に有用なWebページを効率的に発見し活用する重要性が高まっている．現在，

Webページを検索するために様々な検索サービスが提供され，多くの研究が行われている．しかし，それらの多くは

Webページ自身が有するテキスト情報に基づいて検索を行うものであり，利用者の目的に対する意義や重要性を十分

に反映した検索結果が得られているとは言い難い．我々は，この問題を解決するためには，Webページを実世界上で

人間が行う活動の文脈上に位置づけることが重要であると考える．本研究では問題解決活動を対象に，利用者の問題

を解決するために必要なWebページを効果的に検索可能とすることを目的とするWWW検索手法の概要を述べる．

本手法では電子メールや BBS等のテキストコミュニケーションログから問題解決事例を抽出する．問題解決に利した

Webページの抽出には，メッセージ作成者のWWWアクセスログを利用する．
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Abstract In recent years, variety of information and services are available on the Web. It is important to find the

web pages which provide useful information to carry out activities of users. In this paper, we introduce a framework

of web page search for problem solving of users. Our main idea for searching is to use contextual information of web

pages on real world problem solving activities. Problem solving cases are extracted from text communication logs

such as e-mail and BBS, and web pages that are used for problem solving are extracted from web page access logs.
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1. ま え が き

インターネットの普及に伴い，日常生活からビジネスに至る

まで様々な種類の情報とサービスがWWW上で提供されるよ

うになった．こうした背景の下，生活や業務を行う際に，利用

者が目的とする活動に有用なWebページを効率的に検索し活

用することの重要性が増大している．本研究では，WWW を

利用した問題解決活動を支援するシステムの実現を目標とする．



図 1 問題解決活動の概念図

本システムが提供するのは，利用者の問題を解決するための具

体的な情報が記されたWebページや，問題を解決するための

サービスを提供するサイトのトップページである．本論文では，

問題解決活動を支援するためのWWW情報のモデル化手法と

検索手法を提案する．

現在，Webページ検索のために様々なサービスが提供され，

Webページ検索の高度化のために活発に研究が行われている．

これらは，Google や Yahoo に代表されるようなキーワード

ベースの検索を想定したものが多い．Cuiはキーワードベース

の検索において利用者が検索時に与えるキーワードと，期待さ

れる検索結果が表すキーワードとが異なっているにもかかわら

ず，多くの検索エンジンではそれらを同一なものとして扱って

いる問題を指摘している [1]．

Webページ検索で問題解決を行う場合にも，利用者が検索時

に与えるキーワードと，期待される結果を表すキーワードとが

異なるという問題は重要な意味を持つ．問題解決活動とは，問

題状態を目標状態へ変化させる活動である．問題解決活動の概

念図を図 1に示す．問題解決活動をキーワードによって表現す

る場合，問題状態を説明するキーワード，目標状態を表すキー

ワード，解決方法を現すキーワードはそれぞれ異なっている事

が多い．この場合，利用者はあらかじめ解決に有用な情報を想

定して検索を行う必要がある．しかし，この方式では，解決方

法の目安がわからなければ有用な検索結果を得ることができ

ない．

例えば，コンピュータ設定の不具合を解決したい場合，問題

状態には具体的な状況やエラーメッセージが含まれる．しかし，

一般的に解決方法が記述されたWeb ページには個別の状況に

関するキーワードが含まれているとは限らない．このような場

合，利用者が直面する問題を説明するための単語を検索キー

ワードとして与えても満足できる検索結果が得られない．期待

する検索結果を得るためには直面している問題そのものではな

く，解決方法に関するキーワードを指定しなければならない．

徳永は文献 [2]において，利用者が目的を達成するために現

在持っている知識では不十分であると感じている状態の分類と

して Taylorの 4階層を紹介している．Taylorの 4階層を以下

に示す．

Q1:直感的要求

現状に満足していないことは認識しているが，それを具体的に

言語化してうまく説明できない状態．

Q2:意識された要求

頭の中では問題を意識できるが，あいまいな表現やまとまりの
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ない表現でしか言語化できない状態．

Q3:形式化された要求

問題を具体的な言語表現で言語化することができる状態．

Q4:調整済みの要求

問題を解決するために必要な情報の情報源が同定できるくらい

問題が具体化された状態．

現在のWeb 検索システムの多くは Taylor の階層でいえば

Q4 の段階にあるユーザを対象としている．しかし，問題解決

を目的とする検索においては，問題自体は明確になっているも

のの，問題を解決する方法はわからないという Q3 の段階にい

る場合が多い．本研究では Q3 の段階にいる利用者がWWW

を利用して問題解決に有用なWebページを検索可能とするこ

とを目指す．

我々は，上記の目的を実現するために，Webページ上に存在

する情報が実世界上の実際の問題解決の文脈に対応づける必要

があると考えた．つまり，WWW上のリソースが実世界の活動

においてどのように役立っているかという視点から検索可能と

することを重要視する．この考えに基づく問題解決活動のモデ

ル化の概念図を図 2に示す．問題解決活動においてWebペー

ジに記述された情報が適用された場合，問題解決活動はWeb

ページの実世界における活用文脈を付与すると考えられる．本

研究では問題解決活動とそこで活用されたWebページの対応

関係を問題解決事例として捉える．

本論文では，Webページを問題解決という文脈の元に位置づ

け，利用者の要求を直接表現できるWebページ検索システム

の基本的な枠組みについて述べる．

本研究で提案するシステムの概念図を図 3に示す．システム

は，Webページが過去にどのような問題解決に利用されたかを

問題解決事例として蓄積する．利用者は解決したい問題に関す

る記述を検索要求として与え，問題の解決に有効なWebペー

ジを検索結果として得る．この処理の概要は以下の通りである．

（ 1） 利用者が解決したい問題に関するキーワードを検索要

求として与える．

（ 2） 検索要求に基づいて類似事例を検索する．

（ 3） 検索された類似事例から，利用者が解決したい問題の

解決に有効なWebページを導出する．

（ 4） 導出されたWebページを検索結果として返す．



図 3 システムの概要

図 4 Web ページ検索アプローチの違い

本論文で提案するWebページ検索のアプローチの特徴を図

4に示す．図中の (a)は従来型のWebページ検索のアプローチ

を表し，(b) は本論文で提案するWeb ページ検索のアプロー

チを表している．従来型の検索手法では，Web ページを直接

検索していたのに対して，本手法では，問題解決事例を検索す

ることにより間接的にWebページを検索する．問題解決事例

はWebページが問題解決活動において活用される文脈を表し

ている．

問題解決事例は電子メールや BBS等のテキストコミュニケー

ションのログを利用して導出する．導出された問題解決事例に

おいて問題解決に利用されたWeb ページを発見するために，

メッセージ内に記述された URLとメッセージ作成者のWWW

アクセスログを利用する．

2. 関連する研究

従来から，Webページ検索における文脈利用の重要性は認識

され，Webページ検索で文脈を利用する多くの提案がなされて

いる [3]．Webページ検索における文脈は様々な視点から考え

ることができる．

Cui ら [1] は検索時の利用者の問い合わせに対して文脈情報

を表すキーワードを付加することによって，検索結果の絞り込

みを行う手法している．IntelliZip [4]は，利用者が文書中の単

語を選択することにより検索キーワードを指定し，指定した単

語の前後の文章から，キーワードの文脈を推定し検索に利用し

ている．これらは利用者の問い合わせ表現の文脈を考慮するも

のである．一方，我々が対象とするのはWebページが実世界上

でどのように役に立つかという，検索対象に関する文脈である．

Webページ自体の文脈を与える代表的な方法はアノテーショ

ンを利用するものである．赤星ら [5]は携帯電話による電子メー

ルの交換内容から関連情報を推測し，その情報を含むWebペー

ジをユーザに提示する手法を提案する論文の中で，メールを

Webページのアノテーションとして検索に利用する可能性を示

している．コミュニケーションログをWebページ検索におけ

る付加情報として利用するアプローチは我々と同一である．し

かし，Webページのアノテーションとして捉えた場合は，Web

ページを中心としたモデル化であるのに対して，我々は実世界

上の問題解決活動を基準にWWW 情報のモデリングを行う．

本研究では，実世界の問題解決活動を基準としたモデル化を行

うことにより，未知の活動に関しても利用者に有用な情報を提

供可能とすることを目指す．また，Webページとの対応付けに

メッセージ作成者のWWWアクセスログを利用する点も赤星

らの手法と異なっている．

中島ら [6]は利用者のWWWアクセスログを利用して，ブッ

クマークとして登録されたWebページの文脈を導出する方法

を提案している．ここで文脈とは利用者の検索アクティビティ

の事であるのに対し，我々は，Webページが与える情報が実世

界において適用される活動を文脈と捉えている点が異なる．

3. 問題解決事例のモデル化と導出

3. 1 問題解決事例のモデル化

蓄積された事例に基づいて，利用者が与えた問題に有用な知

識を利用者に提示するためには以下の 2 種類の処理が必要で

ある．

（ 1） 利用者が与えた問題に類似した事例を検索する．

（ 2） 類似された事例に基づいて，利用者が与えた問題の解

決に有用な情報を推定する．

類似した事例を検索するためには，問題解決に関する表現が

必要である．また，問題解決に有用な知識を推定するためには，

問題解決において活用された知識や情報がわからなければなら

ない．

問題解決事例 cを，識別子 id，重み付きの単語集合（特徴ベ

クトル）F，Webページ集合 P から構成される 3項関係とし

て定義する．

c = (id, F, P )

問題解決事例を構成する F を問題解決記述と呼び，P を問題

解決知識と呼ぶ．問題解決事例の概念図を図 5に示す．

問題解決記述は対象とする問題解決活動の性質を表現する．

本手法では，問題解決記述は単語の重みを表す特徴ベクトルに

よって表現する．問題解決記述は，利用者が与えたキーワード

に基づいて，利用者が解決を希望する問題に類似した問題解決

事例を検索するために利用する．

問題解決知識は問題を解決するために有用な情報を表し，問

題解決に有用なWeb ページの集合として実現する．

問題解決活動において適用される知識を獲得する手段には，
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図 5 問題解決事例の構造

WWW の他に，書籍，経験，伝聞など様々なものが考えられ

る．問題解決に利用した知識が全てWebページとして存在し

ているとは限らない．しかし，本研究の目的は，問題解決に有

効なWebページを提供することであるため，Webページとし

て存在する問題解決知識のみを対象にする．

本研究では，ページの内部構造は考えず，Webページを知識

表現の最小単位とする．知識は異なる問題解決に利用される可

能性があるため，同一のWebページが複数の事例から参照さ

れる場合がある．

3. 2 問題解決事例の導出

3. 2. 1 問題解決事例の発見

問題解決は人間が実世界上で行う活動である．コンピュータ

が実世界上の活動を直接抽出することは困難である．そこで，

問題解決事例の導出のためにコミュニケーションログを利用

する．

インターネット上でコミュニケーションが行われるコミュニ

ティには様々な種類がある．石川 [7] はインターネット上での

コミュニティを６つのパターンに分類し，その一つとして問題

解決を目的としたコミュニティがあることを述べている．本研

究では問題解決を目的としたコミュニティで行われるテキスト

コミュニケーションログを利用して問題解決事例を導出する．

テキストコミュニケーションを利用するのは，音や画像などを

利用したコミュニケーションと比較して，計算機を利用して比

較的簡単に内容を抽出可能であることが理由である．

テキストコミュニケーションは同期型と非同期型に分類でき

る．非同期型の代表例には電子メールや BBSがあり，同期型

の代表例にはインスタントメッセージがある．非同期型テキス

トコミュニケーションには以下のような特徴がある．

• メッセージの参照関係を保持している

• 参照メッセージの特定の部分を引用することにより，部

分的な話題の関係を表現する習慣がある．

本研究では非同期型のコミュニケーションログを対象とし，

メッセージの参照関係によって単一の木構造に組織化される

メッセージの集合を，一つの問題解決事例に対応づける．問題

解決事例を導出するために利用したメッセージ集合を導出元

メッセージと呼ぶ．問題解決事例を導出する際に利用するデー

タとの関係を図 6に示す．

3. 2. 2 問題解決知識の導出

問題解決知識の導出とは，問題解決に有用であったWebペー

ジと事例とを対応づけることである．対応付けには参照元メッ

セージに記載された URLとメッセージ作成者のWWWアク

図 6 問題解決事例の導出

セスログを利用する．

問題解決事例 cの参照元メッセージ集合M = {m1, · · · , mn}
をとする場合，参照元メッセージ集合に含まれる全てのメッ

セージに対して以下の処理を行うことにより，問題解決知識を

決定する．

（ 1） 対象とするメッセージmi 内にWebページの URLが

記載されているかを調査する．記載されている場合は，参照元

メッセージに記載されている URLが示すWebページ pj が問

題解決に有用な情報であると見なし問題解決知識に追加する．

（ 2） 対象とするメッセージmiを送信した利用者のWWW

アクセスログ Ai に含まれるWebページ pj が，メッセージmj

との類似度 sim(mj , pj)が閾値 T 以上である場合，pj を問題解

決知識に追加する．

メッセージmとWebページ pとの類似度 sim(m, p)は，m

の特徴ベクトルmと pの特徴ベクトル pのコサイン相関値を

利用し，以下のように定義する．

sim(m, p) =
m · d
|m||d|

特徴ベクトルの重みは TF*IDF を利用する．具体的には，

メッセージmにおける単語 ti の重み w(m, ti)を以下のように

定義する．

w(m, ti) = mtf i ×
„

log
Nm

mf i

+ 1

«

ここで，mtf i はmにおける ti の出現頻度，Nm は全メッセー

ジ集合に含まれるメッセージ数，mf i はメッセージ集合中で ti

が出現するメッセージの数である．

メッセージと同様に，Webページ pにおける単語 ti の重み

w(p, ti)を以下のように定義する．

w(p, ti) = ptf i ×
„

log
Np

pf i

+ 1

«

ここで，ptf iはWebページ pにおける tiの出現頻度，Npは全

Webページ集合に含まれるWebページ数，mf i はWebペー

ジ集合中で ti が出現するWebページの数である．

3. 2. 3 問題解決記述の導出

問題解決記述は問題解決事例の内容を表現するための属性で

あり，特徴ベクトルとして表現される．問題解決記述は利用者

が与えたクエリに基づいて類似した問題解決事例を検索するた

めに利用する．
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図 7 問題解決事例の類似度とWeb ページの貢献度

問題解決事例 cの問題解決記述となる特徴ベクトル F は，c

の参照元メッセージ集合M に含まれる全てのメッセージの特

徴ベクトルと，問題解決知識 pに含まれるWebページの特徴

ベクトルの総和として以下のように定義する．

F =
X

mi∈M

mi +
X

pj∈P

pj

4. 問題解決事例を用いたWebページ検索

本研究で開発するシステムは，解決したい問題を表現する

キーワード集合を利用者の入力とし，問題解決に有用なWeb

ページをランク付けして出力する．システムが行う処理は以下

の 2ステップから構成される．

（ 1） 利用者が与えたキーワード集合に基づいて類似した事

例を検索する．

（ 2） 検索された事例に基づいて，利用者が与えた問題に有

用かどうかという視点からWebページの重み付けを行う．

事例を検索する際に利用する類似度は，利用者が与えたキー

ワードからなる特徴ベクトルと記述事例の特徴ベクトルのコサ

イン相関値を利用する．

1個の問題解決事例は問題解決知識として複数のWebページ

を参照できる．また，複数の問題解決事例が同一のWebペー

ジを参照することもある．そこで，Webページの重みを，クエ

リと問題解決事例との類似度と問題解決事例と問題解決知識の

類似度の積の総和として実現する．

利用者の与えた問い合わせを Qとする．Qと問題解決事例

ci との類似度を si = sim(Q, ci)とする．Webページ pj が ci

によって与えられる重み conij を ci と pj の類似度に基づいて

以下のように定義する．

conij = sim(ci, pj)

なお，pj が ci の問題解決知識に含まれない場合 conij = 0と

する．conij を問題解決事例 ci に関するWebページ pj の貢献

度と呼ぶ．クエリと問題解決事例の類似度およびWebページ

の貢献度を表す概念図を図 7に示す．

問い合わせ Qに対する pj の重み rank(Q, pi)を以下のよう

に定義する．

rank(Q, pj) =
X

i

(si × conij)

rank(Q, pj)は利用者の問題解決に対して pj が有効な情報を提

供できる度合いを表していると考えられる．rank(pj)が大きい

ほど有用な情報を提供できる可能性が高い．

5. 実 験

提案手法の有効性を評価するため，以下の 2 種類の実験を

行った．

（ 1） 問題解決事例構成手法の有効性

（ 2） 問題解決事例検索手法の有効性

5. 1 問題解決事例導出手法の有効性

5. 1. 1 実験の概要

本論文で提案する問題解決事例導出手法のうち，特にWeb

アクセスログに基づいて抽出された問題解決知識の有効性を評

価する実験を行った．本実験では被験者にWWW上の BBS上

で問題解決を目的としたコミュニケーションを行ってもらい，

コミュニケーションログとWebのアクセスログに基づいて事

例を導出した．

BBS上のコミュニケーションに関して，被験者には問題解決

を目的としたメッセージを投稿する以外に制約を与えず，被験

者は BBS上に自由にメッセージを作成可能とした．メッセージ

を作成する際には，すでに投稿されたメッセージに対する返信

であることを指定可能である．メッセージには参考となるWeb

ページのアドレスを記載することができる．システムは投稿さ

れたメッセージに関して，投稿したホスト名と投稿時刻を記録

する．本実験で利用した BBSの実行画面を図 8に示す．

Webアクセスログを取得するために，被験者にはWebアク

セスの際にプロキシサーバを利用するように依頼した．プロキ

シサーバでは，アクセス元のホスト名とアクセスしたWebペー

ジの URLとアクセス時刻を記録する．

問題解決事例の導出の際，投稿されたメッセージとアクセ

スログに含まれるWeb ページの類似度が 0.05以上の場合に，

Webページを問題解決知識の対象とした．なお，事例を導出す

る際には，メッセージ投稿時刻から 1時間以内にアクセスした

Webページのみを問題解決知識の対象とした．

被験者は 6名であり，内訳は大学院学生 5名と大学教員 1名

であった．実験期間中に投稿されたメッセージ数は，29 件で

あった．取得した被験者のWebアクセスログに含まれるペー

ジ数は，のべ 6491件であった．投稿されたメッセージから 10

件の問題解決事例が導出された．10 件の問題解決事例におい

て問題解決知識として抽出されたWebページの総数は 44件で

あった．

5. 1. 2 実験結果と考察

実験結果から問題解決知識を抽出する手法の有効性を評価す

る．URLが記載されたWebページは明らかに問題解決に有用

な知識であると考え，類似度を利用して抽出できれば，URLが

記載されていない場合でも有用な知識が抽出できると予想でき



図 8 BBS のスナップショット

表 1 問題解決知識抽出の再現性

事例数 URL が明示 抽出された 再現率

された知識 知識

(件) (件) (件) (%)

10 11 7 63.6

る．この考えに基づき，抽出された問題事例に含まれる問題解

決知識の再現性を，メッセージとWeb ページの類似度によっ

てメッセージ中に URLが明示的に記述されたWebページを抽

出できた割合として評価する．実験結果を表 1に示す．

問題解決事例 2件に関する 4件のWebページが問題解決知

識として抽出できなかった．一方の事例においては，回答メッ

セージに記述が含まれず URLのみが示されていたメッセージ

であったため，回答メッセージに対応付けることができなかっ

た．もう一方の事例については，メッセージ作成時刻から 1時

間以上前に参照したページであったため，対応付けることがで

きなかった．これらのことから，作成したメッセージと閲覧し

たWebページとの類似度は，問題解決に有用な知識を再現す

ることができるのに有効であると考えられる．

問題解決知識を抽出した結果の適合性を評価する．ここで適

合性とは，抽出した知識に含まれている知識の正当性を表す．

表 2 問題解決知識抽出の適合性

事例数 問題解決 適合知識 部分適合 不適合

知識 知識 知識

(件) (件) (件) (%) (件) (%) (件) (%)

10 44 23 52.3 12 27.3 9 20.5

抽出された問題解決知識を問題に対して，適合するページ，部

分適に適合するページ，適合しないページの 3種類に分類した．

分類は実験者が行った．実験の結果を表 2に示す．実験結果に

より，抽出された知識の約 8割は問題の解決に有効なページで

あった．

Webアクセスログに基づいた問題解決知識抽出の再現性と適

合性の評価から，本論文で提案するメッセージとWebページ

の類似度に基づいた問題解決知識の抽出は，問題解決事例にお

いて有用な知識を抽出するために有効であると考えられる．

5. 2 問題解決事例検索の有効性

5. 2. 1 実験の概要

利用者の与えたキーワードに基づいて問題解決事例を検索す

る手法の有効性評価を目的とする実験を行った．

実験ではメーリングリストのログから問題解決事例を導出す

る．導出された問題解決事例集合から，実験者が複数の問題解



表 3 問題解決事例検索の再現性

検索数 正解事例 検索された 再現率

正解事例

(件) (件) (件) (%)

16 36 14 43.8

表 4 問題解決事例の適合性

検索数 検索された 適合事例 部分適合 不適合

事例 事例 事例

(件) (件) (件) (%) (件) (%) (件) (%)

16 80 24 30.0 17 21.3 39 48.7

決事例を任意抽出し，抽出した事例において解決された問題を

自然言語文として記述する．被験者に自然言語文として記述さ

れた問題を与え，その問題を表すキーワードによりクエリの作

成を依頼する．作成されたクエリを用いて問題解決事例を検索

し，検索結果を評価する．

WWW上で一般に過去に投稿されたメッセージが公開されて

いる Java House Mailng List [8] を利用して問題解決事例を抽

出した．メーリングリストにメッセージを投稿した人物のWeb

アクセスログは，メッセージ中に明示的に記述されている URL

にあるWebページを問題解決知識とし，Webアクセスログに

基づいた問題解決知識の抽出は行わないものとした．

実験では 1641件のメッセージから 215件の問題解決事例が

導出された．導出された事例の問題解決知識には合計 838件の

Webページが含まれている．自然言語文を作成した問題は 8件

である．被験者は 2名である．検索結果はクエリと類似度が高

いものから上位 5事例とした．

5. 2. 2 実験結果と考察

検索結果にあらかじめ問題に対して類似する問題解決事例を

選定し，検索結果に類似する問題解決事例が含まれる割合を表

3に示す．また，検索結果が問題文と類似していたかについて，

類似する，部分的に類似する，類似しないという 3段階の評価

を行った結果を表 4に示す．

今回の実験では，再現性，適合性共に有効であると判断でき

る結果を得ることはできなかった．今後，問題解決記述の構成

方法を変化させて，有効な問題解決記述の構成方法を比較検討

する必要がある．また，Webページに含まれる索引語のみを利

用した検索結果と比較して評価する必要がある．

6. リンクナビゲーション履歴を利用した拡張

本論文で提案した Web ページ検索手法は推論ネットワー

ク [9]に基づいた文書検索の一種と考えることができる．

今回の実験では複数の問題解決事例の問題解決知識として同

一のWebページを参照する例は少なかった．この原因として，

具体的な情報が記載されたWebページが問題解決知識として

選択される事が多い事が考えられる．問題解決においては特定

の分野のオーソリティサイトのトップページや検索エンジンと

いった，問題解決に関する具体的な情報は提供しないが問題解

決には有効であるページが存在する．これらのWebページは

多くの問題解決事例において共通に参照されることが多いと予

Q

c1

c2

cn

p1

p2

p3

p4 p6

p5

pm

図 9 リンクナビゲーション履歴を用いた拡張

想される．

このようなページを検索可能とするために，問題解決知識に

至るまでの利用者の探索アクティビティを考慮することが考え

られる．具体的には図 9に示すように問題解決知識に至るウェ

ブページのリンクナビげージョン履歴を逆向きにたどるように

推論ネットワークを成長させることにより，具体的な情報を提

供しないが問題解決に有用なWebページを検索できることが

期待できる．

今回提案した手法では，基本的には，既に解決された問題に

関する情報しか検索結果として提供されない．また，問い合わ

せが抽象度の高い問題を表現している場合，検索される事例は

複数存在する．このとき，事例が参照する個別の問題解決知識

を検索結果として返しても，必要以上に個別化された具体的な

知識や，利用者の問題とは直接関係のない情報が含まれている

可能性が高い．上記のリンクナビゲーション履歴を利用した拡

張により，未知の問題や抽象度の高い問題に対応可能とするた

めに，類似した問題の問題解決知識を導出するプロセスを利用

し，利用者がWWW上で有用な情報を探索するのを補助する

ための情報を提供できる可能性がある．

7. まとめと今後の課題

本論文では，WWW 上の情報に実世界上の文脈を与えると

いう視点から問題解決事例に基づいたWebページの構造化を

行い，問題解決事例を利用したWebページ検索のアプローチ

を示した．

今回の実験では，事例抽出と事例検索に関するものであった．

今後，提案手法に基づいたWebページ検索に関する実験を行

い提案手法全般に関する評価を行う予定である．

本研究では，電子メールやWWWアクセスログが利用可能

であることを前提とした．しかし，プライバシーの観点からこ

れらの情報が自由に利用可能な状況は現実には考えられない．

実現のためには，個人データを管理し統計的な情報のみを外部

に提供するエージェント型のアーキテクチャを持つシステムを

設計することが必要である．

提案手法ではコミュニケーションログは問題解決事例を抽出

するために利用し，問題解決知識になることは考えていない．

しかし，現実の問題解決型のコミュニケーションではコミュニ



ケーションログ自体が有用な知識であることが多い．コミュニ

ケーションログ自体を問題解決知識とすることを検討する予定

である．

提案手法では，コミュニケーションを構成するメッセージ全

てに関して参照したと思われるWebページを全て問題解決知

識として利用した．しかし，コミュニケーションにおいては結

果的に問題解決に有効でなかったWebページが存在する場合

がある．この問題に対処するため，メッセージの内容の理解や

対話の構造を解釈し，メッセージの役割を推定し，問題解決知

識の精錬を行う手法を開発することが考えられる．

問題解決記述を「事例記述のキーワード集合」を「問題を表

すキーワード集合」と「解決方法を表すキーワード集合」に分

割することや，問題が発生した時刻，問題が発生した状況，問

題を解決した人物等の比較的簡単に抽出可能と思われる特性を

個別の属性とすることにより，高度な検索が実現できるように

拡張する予定である．
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