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あらまし ブックマークは，利用者の嗜好が顕著に反映された情報である．そのため，協調フィルタリングによる

Web ページ推薦において，ブックマークは共有情報として用いられている．これまでの研究では，ブックマークから

得られる特徴として，単語の出現頻度のみが用いられてきた．しかしながら，ブックマークは，その構造にも利用者

の嗜好が反映されていると考えられる．本稿では，ブックマークの構造も共有情報として組み込んだ協調フィルタリ

ングに基づく Web ページの推薦手法を提案する．我々は，利用者の類似度判定の基準として，単語の出現頻度に基

づいたWebページ間の類似度に加えて，ブックマークの階層構造から得られるフォルダの類似度，構造の類似度の二

つを利用する．本手法によって，単語の出現頻度に基づいたWebページ間の類似度のみを用いる場合に比べ，利用者

の嗜好をより反映した他の提案システム利用者のWebページを推薦することが可能となった．
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Abstract Users’ bookmarks reflects in the users’ favorites. That is, these users’ bookmarks can be considered

as the applied shearing information for Web page recommendation systems with collaborative filtering techniques.

In the past researches, only term frequency is extracted from users’ bookmark, and used as the users’ bookmark

features. On the other hand, we assert that the bookmark structures are also reflected in the users’ favorites. In

this paper, we propose the novel features that are extracted from the bookmark hierarchies for Web page recom-

mendation systems with collaborative filtering techniques. We use three kinds of features, such as the feature of the

term frequency, the feature of similarities between the users’ bookmark folders, and the feeature of the similarities of

structure obtained from users’ bookmark hierarchies. From our experimantal results, we found out that our method

can recommend more relevant Web pages to the user’s favorites than other recommendation system .
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1. は じ め に

インターネット上では，Webページを用いて誰もが情報を公

開し発信できる．そのため，日々Web ページの数は増加の一



途をたどリ，2004 年 2 月現在，Google（注1）に登録されたWeb

ページ数は 42 億ページ以上存在する．そこで，膨大な量の

Webページから，利用者が必要なWebページを効率よく見つ

けるための手段として，様々なWeb検索エンジンが公開され，

広く一般に利用されている．しかし，このWeb検索エンジンに

は，検索結果が利用者の嗜好に依存しないという問題点がある．

例えば，Javaの初心者がキーワード“ Java”をWeb 検索エ

ンジンに入力し，Java に関するWebページを検索したとする．

この場合の検索結果には Java の初心者向けのWeb ページも

含まれるが，Javaの上級者向けのWebページも多く含まれる．

ここで，初心者にとって上級者向けのWebページは難解であ

り，不要なWeb ページといえる．なぜなら，このような場合，

利用者はWeb検索エンジンに，利用者の嗜好を判断し，Java

初心者であれば Java初心者向けのWebページ検索して欲しい

からである．

このような問題に対し，利用者の嗜好を検索結果に反映させ

る方法として協調フィルタリングが利用され始めている．協調

フィルタリングとは，利用者間で嗜好を共有し，嗜好の似た利

用者を特定し，その利用者がよいと評価したWeb ページを推

薦する手法である．協調フィルタリングでは，類似した嗜好の

利用者の特定のために，共有情報が重要になる．近年，ブック

マークは利用者の嗜好が顕著に反映された情報であるという基

本的概念の基づいて，ブックマークが共有情報として用いられ

た研究が多く存在する．

そこで本稿では，利用者独自に作成しているブックマークを

利用し，ブックマークの階層構造を共有情報として組み込んだ

協調フィルタリングに基づく Web ページの推薦手法を提案す

る．類似した嗜好を持つ利用者を特定するために，本研究では，

ブックマークの階層構造から得られるフォルダの類似度，構造

の類似度を定義した．二つの類似度は，ブックマーク全体での

利用者の嗜好ではなく，ブックマークの一部を利用し利用者の

部分的な嗜好の類似性を判定するものであるという特徴を持つ．

本稿では，ブックマーク中のWebページをブックマークペー

ジ，利用者がブックマークに加えたWebページを追加ブック

マークページと定義する．また，提案システムを利用し，推薦

を受ける利用者を推薦情報享受者，システムにブックマーク情

報を提供し，推薦を提供する利用者をブックマーク提供者と定

義する．

2. ブックマークとその関連研究

2. 1 ブックマークの優位性

協調フィルタリングでは嗜好の似た利用者を特定するために，

共有情報が重要となるが，本稿ではブックマークに着目する．

ブックマークを用いた理由は三つ存在する．

一つ目はブックマークは利用者の嗜好が顕著に反映されてい

るからである．ブックマークは数あるWebページの中から利

用者が興味を持ったWebページだけで構成されている．さら

に，ブックマークページ数が多くなると，管理が困難になるた

（注1）：http://www.google.com/

め，利用者はブックマークを自分がアクセスしやすいように構

造化する．このように，利用者独自の嗜好で収集され，階層構

造に構造化されたブックマークは，利用者の嗜好を顕著に反映

されたものであると言える．

二つ目はブックマークは多くの利用者に利用されているか

らである．1996年の調査 [1]では，Web 利用者の 92% 以上が

ブックマークを利用し，37% 以上の利用者がブックマークペー

ジを 50以上作成していると報告されている．この調査から，多

くの利用者がブックマークを利用していることがわかる．

三つ目はブックマークの作成を補助する研究が行われ，ブッ

クマークから利用者の嗜好を抽出しやすくなっているからで

ある．利用者がブックマークを作成する際，効率的に記憶した

Webページにアクセスするために，ブックマークにカテゴリを

作り，階層構造に分類・管理することができる．これは利用者

にとって労力を要する作業であるが，WebTagger [2]では，そ

れぞれのブックマークに複数のカテゴリ名などの属性情報をメ

タデータとして付加した上でブックマークのデータベース化・

共有を行い，ブックマークの統合的な管理を実現することがで

き，利用者の労力を軽減できる．このような研究により，利用者

の興味のあるWebページがブックマークに自動的に登録され，

階層的に管理されることが期待できる．また，利用者は，ある

Web ページが別のWeb ページからリンクされていることや，

あるキーワードを検索エンジンに与えれば，所望のWebペー

ジが得られることを記憶しているため，利用者が興味を持った

Web ページのうち，半数以下のWebページしかブックマーク

しないと言われている [3]．これに対して，PowerBookmark [4]

は利用者のWebアクセス行動の解析により，自動ブックマー

ク，ブックマーク更新などのさまざまな個別化されたサービス

を提供する．PowerBookmarkでは，追加ブックマークページ

の内容を解析し，自動的に分類，構造化を行う機能も持つ．さ

らに，中島ら [5]はブックマークにWebページを加えるという

プロセス (コンテクスト) に着目し，利用者が持つブックマー

クの価値や追加ブックマークページとブックマークページのと

違いについて定義している．これらの情報を用い，様々なアプ

リケーションに応用することにより，ブックマークを高度利用

促す環境を提供している．以上の研究により，利用者にとって

ブックマークがより利便性の高いものになり，より多くの利用

者がブックマークを利用することが期待できる．

2. 2 関 連 研 究

本節では，2.1節で説明したブックマークは利用者が嗜好を顕

著に反映しているという基本概念に基づき，ブックマークを嗜

好として利用者間で共有し，ブックマーク提供者のブックマー

クページを推薦する手法について述べる．

2. 2. 1 ブックマークを利用した協調フィルタリングに基づ

くWebページ推薦手法

森ら [6]は現在推薦情報享受者が閲覧しているWeb ページに

対して，ブックマーク提供者のブックマークページを推薦する

システムであるブックマークエージェントを開発した．このシ

ステムは，現在閲覧中のWebページから推薦情報を生成する

ため，推薦情報享受者の過去の嗜好に依らない推薦ができると



いう特徴を持つ．

また，Ruckerandらは，ある推薦情報享受者のブックマーク

フォルダ内におけるブックマークページが，ブックマーク提供

者のブックマークフォルダ内におけるブックマークページとい

くつ一致しているかによってフォルダの類似度を定義し，類似

度の最も高いフォルダ内のブックマークページを推薦するシス

テムである Siteseer [3]を開発した．しかしこのシステムでは，

ブックマークのフォルダに含まれるWebページが多いほど推

薦フォルダになり得え，有益なブックマークページが存在して

も，ブックマークフォルダに含まれるWebページが少ないフォ

ルダに入っていると推薦されにくいという問題点が存在する．

さらに，濱崎ら [7] はブックマークフォルダに含まれるブッ

クマークページから利用者間のつながりを発見し，関連付けら

れたブックマーク提供者のフォルダ間に存在するブックマーク

ページを推薦するシステムを提案した．このシステムは推薦情

報がどのように推薦情報享受者に推薦されるか理解すること

ができるが，推薦情報がどの程度有用であるかの判断はなされ

ていないため，推薦情報が受け入れられにくいという問題点を

持つ．

以上のシステムでは，ブックマークの階層構造を利用せず，

ブックマークを深さ 1 の幅が広い木として扱っているものや，

フォルダ構造を 1階層しか利用していないため，ブックマーク

を十分に活用しているとは言えず，推薦精度が問題となる．

2. 2. 2 ブックマークの階層構造を利用した協調フィルタリ

ングに基づくWebページ推薦手法

2. 2. 1節での問題点に対し，ブックマークの構造をWebペー

ジ推薦に利用する研究もいくつか存在する．Jungら [8]はベイ

ジアンネットワーク [9]を利用して，ブックマークの階層構造か

らユーザの興味を表現する手法を提案した．まず推薦情報享受

者は，Yahooなどの組織的に分類されたカテゴリに，興味のあ

るWebページを加える．そこから，ベイジアンネットワーク

を利用し，利用者の興味をカテゴリごとに数値化し，利用者が

興味を持つカテゴリを割り出す．そして最後に，利用者同士の

ブックマークの構造を評価し，嗜好の似たブックマーク提供者

を発見し，ブックマーク提供者がブックマークしたWebペー

ジを推薦する手法である．しかし，定められたカテゴリ構造以

外ではブックマーク構造を表現できないため，多くの利用者が

独自の基準で構造化しているブックマークをそのまま利用する

ことはできない．

3. 提 案 手 法

2章で述べたように，既存の研究には，1)ブックマークから

得られる知識として，Web ページの単語の出現頻度のみを用

いて，ブックマークの階層構造利用していないためブックマー

クから得られる嗜好を十分に表現できていない，2)定められた

カテゴリ構造でのみでしかブックマーク構造を表現できないた

め，多くの利用者が独自の基準で構造化しているブックマーク

をそのまま利用することはできない，という二つの問題が存在

する．そこで本章ではこれらの問題点を解決するためのブック

マークの階層構造を利用した協調フィルタリングに基づくWeb

ページ推薦手法を提案する．

3. 1 システム概要

提案システムは，推薦情報享受者がWebブラウズ中に興味

を持ったWeb ページをブックマークに加えたとき，追加ブッ

クマークページと推薦情報享受者のブックマークの階層構造の

情報を用いて，ランキング形式でWebページを推薦するシス

テムである．具体的に説明すると，推薦情報享受者の追加ブッ

クマークページ αに対して，推薦情報享受者自身のブックマー

クの階層構造情報を加味し，嗜好の類似したブックマーク提供

者を特定し，ブックマーク提供者がよいと判断したブックマー

クページを推薦するシステムである．図 1 は提案システムが，

どのような手順で推薦情報享受者に推薦を生成するかを示して

いる．

（ 1） 推薦情報享受者の追加ブックマークページに対して，

推薦情報享受者のブックマークの構造を加味し，Web ページ

の類似度 R，推薦情報享受者のブックマークフォルダとブック

マーク提供者のブックマークフォルダのフォルダの類似度 R′，

推薦情報享受者のブックマークの構造とブックマーク提供者の

ブックマーク構造の構造の類似度 R′′ を算出する (3. 2 節，3. 3

節で説明)．

（ 2） (1)で計算された類似度を正規化し，評価統合を行う．

そして，推薦情報享受者に推薦結果を提示する (3. 4節で説明)．

一方，図 2は類似度 R，R′，R′′ の算出方法の概要について

示した図である．

（ 1） 推薦情報享受者の追加ブックマークページ αとブック

マーク提供者のブックマークページ β 間のWebページの類似

度 Rを算出 (3. 2節で説明)．

（ 2） 追加ブックマークページ α を含む全祖先フォルダと

ブックマークページ β を含む全祖先フォルダ間のフォルダの類

似度の内，最も類似度が高いものを示す，フォルダの類似度R′

を算出 (3. 3. 1節で説明)．

（ 3） 利用者間でのブックマークの構造化の仕方の類似度を

示す，構造の類似度 R′′ を算出 (3. 3. 2節で説明)．

提案手法では，1)ブックマークの階層構造から利用者の嗜好

を抽出する，2)利用者が独自に作成しているブックマークから

の推薦ができる，点を特徴とする．

3. 2 Webページの類似度の算出

本節では，推薦情報享受者の追加ブックマークページ α と

ブックマーク提供者のブックマークページ β 間のWebページ

の類似度Rの算出方法について述べる．まず，Web上からブッ

クマーク中のURLの情報をに基づいて，WebページのHTML

ファイルを入手する．次に，本文のみを抜き出すため，得られ

た HTMLからのタグ，JavaScript，コメントを取り除く．そし

て，得られた本文から茶筌 [10]による形態素解析で名詞だけを

抜き出し，単語を切り出す．

次に，本手法では，Web ページの特徴ベクトル作成手法と

してManaging Gigabytes [11]での tf-idf法 [12]を近似する手

法を用いた．また，提案手法では，検索キーをWebページと

しているため，Webページを検索キーワードの集合とみなし，

以下のような方法で追加ブックマークページ α とブックマー
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Fig. 2 outline of our proposed system

ク提供者のブックマークページ β の間の類似度を定義した．N

を全ブックマーク提供者のブックマークページ数，P を単語 t

が含まれるWebページ数，fα
t を追加ブックマークページ αの

単語 t の出現数，fβ
t をブックマークページ β の単語 tの出現

数とした時，ブックマークページ β の単語の重み wβ
t，および，

追加ブックマークページ α の単語の重み wα
t は以下のように表

される．

wβ
t = 1 + logef

β
t (1)

wα
t = (1 + logef

α
t )loge(1 +

N

P
) (2)

また，cを追加ブックマークページ αの単語 tの数，追加ブッ

クマークページの αの単語の重みを wα
t1 , · · ··, wα

tc
とした時，追

加ブックマークページ α の特徴ベクトル V α は以下のように

表される．

V α = (wα
t1 , · · ··, wα

tc
) (3)

最終的に，ブックマークページ β の特徴ベクトル V β とすれ

ば，追加ブックマークページ αとブックマークページ β 間の類

似度 Rは次式のように定義される．

R = sim(V α,V β) =
V α · V β

|V α||V β | (4)

3. 3 利用者の嗜好を表現する特徴量の算出とブックマーク

間の類似度

本節では，類似した嗜好を持つブックマーク提供者を特定す

るため，ブックマークの階層構造を利用し，追加ブックマーク

ページ α を含む全祖先フォルダの特徴量とブックマークペー

ジ β を含む全祖先フォルダの特徴量から得られるフォルダの類

似度の内，最も類似度が高いものを示すフォルダの類似度 R′，

利用者間でのブックマークの分類の仕方の特徴量から得られる

類似度を示す構造の類似度 R′′，を定義する．二つの類似度は，

ブックマーク全体での利用者の嗜好ではなく，ブックマークの

一部を利用し利用者の部分的な嗜好の類似性を判定するもので

ある．

3. 3. 1 フォルダの類似度による評価

推薦情報享受者の追加ブックマークページ αとブックマーク

提供者のブックマークページ β がどのようなフォルダをたどっ

て分類されているかを比較，すなわち利用者間の嗜好の類似性

判定に利用する．推薦情報享受者が追加ブックマークページ α

の含んだブックマークのルートフォルダから追加ブックマーク
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ページ α までのパスに含まれる中間フォルダ Cα と，ブック

マークページ β を含んだブックマークのルートフォルダから

ブックマークページ β までのパスに含まれる中間フォルダ Cβ

の特徴量を比較する．ここで，Cα と Cβ の組合せの数だけ，中

間フォルダの特徴ベクトル (次項目で説明)を利用して，フォル

ダ間の類似度を算出し，その最大値をフォルダの類似度とする．

図 3を用いて具体的に説明する．追加ブックマークページ α

を含むフォルダを Cα,ブックマークページ β を含むフォルダを

Cβ，ブックマークページ β のひとつ上の階層のフォルダを Cβ′

とする．フォルダ Cα とフォルダ Cβ の類似度は，ブックマー

クページ β を含むフォルダ Cβ のひとつ上の階層のフォルダ

Cβ′ とフォルダ Cα の類似度より低い値だと考えられる．そこ

で，ブックマークのルートフォルダから追加ブックマークペー

ジ α，ブックマークページ β が含まれているフォルダまでのす

べての中間フォルダ対して，類似度の計算を行っている．ブッ

クマークページ β を含むフォルダ Cβ のひとつ上の階層のフォ

ルダ Cβ′ の情報を利用することにより，利用者間で異なるブッ

クマークの構造を吸収し，ブックマークから得られる利用者の

嗜好を表現できる例を示している．

• フォルダの類似度の算出

フォルダの特徴ベクトルの計算には，tf-idf 法の応用として提

案された，tf-icf 法 [13] を利用する．tf-icf 法で単語の重みを

計算することで，ブックマークフォルダを反映した単語の重み

付けを行い，ブックマークフォルダの特徴ベクトルを生成でき

る．ブックマーク提供者のブックマーク集合に含まれる総フォ

ルダ数 n，フォルダ cに含まれる単語 tc と単語 tc を含むブッ

クマーク内のフォルダ数を ftc，フォルダ cに含まれる単語 tc

の出現頻度を fc
tc とすると，フォルダ cにおける単語 tc の重み

wc
tc は以下のように定義される．

wc
tc = (1 + loge fc

tc) loge(1 +
n

ftc
) (5)

また，フォルダに含まれる単語の数M とした時，フォルダの

特徴ベクトル V c は以下のように定義される．

V c = (wc
tc
1
, wc

tc
2
, · · ·, wc

tc
M

) (6)

最終的に，比較対象フォルダ g の特徴ベクトル V g とすれば，

フォルダ cと g 間の類似度 R′ は次式のように定義される．

R′ = sim(V c,V g) =
V c · V g

|V c||V g| (7)

3. 3. 2 構造の類似度による評価

ブックマークの管理は利用者に任されているため，利用者は

Javaに関するWebページ
嗜好嗜好嗜好嗜好のののの違違違違いいいい

Javaにににに関関関関するするするするWebペペペペーーーージジジジ
図 4 利用者間での嗜好の違い

Fig. 4 different structure between users

独自の構造でブックマークを管理する．図 4 の例では，Java

に関するWebページでも，利用者によって構造化の方法に違

いがあるため，異なるブックマークの階層構造をとることがわ

かる．この階層構造の違いを比較，すなわち，利用者間の嗜好

の類似性判定に利用する．本研究では，ブックマークの分類法

の類似した利用者からの推薦を受けることが重要であるため，

構造の類似度 R′′ を算出する．提案手法では，利用者のブック

マーク全体の構造ではなく，追加ブックマークページ αに類似

したWebページに関して，類似したブックマーク構造を持つ

利用者から推薦を受けることを目的とする．

図 5は利用者間で異なった嗜好で作成された階層構造を持つ

ブックマークの類似性判定方法について示したものである．図

5 中の推薦情報享受者によってWeb ページが加えられたブッ

クマーク 1)とブックマーク提供者のブックマーク 2)から追加

ブックマークページ αとある閾値以上の類似度を持ったWeb

ページ r のみを残し，閾値以下の類似度のWeb ページを削除

するとそれぞれ 3)，4) となる．さらに，推薦情報享受者の追

加ブックマークページ αと，それに類似している，あるいは閾

値以上の類似度を持ったWebページ r がブックマーク内でど

のように構造化されているかを基にブックマーク間の類似性判

定を行う．得られたブックマークの構造間の類似度の判定には

edit-distance [14]を用いる．しかし，3)と 4)の構造を比較す

ると利用者間でブックマークの構造が違いすぎるため，利用者

の嗜好をうまく反映できない．そこで，ブックマーク同士を統

合し，中間的なブックマーク構造 5)を作成し，中間的なブック

マーク構造と 4)を比較し，最終的に 4) と 5) のブックマーク

の構造を比較することで，構造の類似度 R′′ を算出した．

edit-distanceとは，任意の文字列 pに対して挿入，削除，置

換のいずれかを適用して,任意の文字列 q を求めるための最小

コストの算出手法である.ブックマークを深さ優先探索で走査

し，ラベル付けを行い，正規化したものを文字列で表す．その

文字列間の類似度を指標として edit-distance で算出された値

を用いる．値が大きいほど，類似度が低いことを表す．

ブックマークの統合には，データ統合の研究分野の技術であ

るメディエータと呼ばれるプログラムを利用した．メディエー

タとは，問合せの再構築や配布を行ったり，結果データをフィ

ルタリングし，統合し，処理したりすることにより，新しい，

より密度の高い，より関連性のある情報を生成するように，問

合せや結果に対して付加価値の処理を行う手法である [15]．メ

ディエータにはさまざまな手法 [16] [17] があるが，本稿では

XML のデータを統合できる XML Data Mediator [18]を利用
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する．

そして，類似度R′′は edit-distanceにより算出されたコスト

が γ だったとき，以下のように定義される．

R′′ =
1

γ + 1
(8)

3. 4 評 価 統 合

提案する推薦手法では，最終的に推薦されるべきWebペー

ジをランキングするために，それぞれの算出された類似度同士

を統合する必要がある．情報検索の分野では二つの値を統合す

るための関数として様々な関数が用いられており，例えば最大

値や最小値，相加平均などが使用されている．ところが，これ

らの関数の選択によって推薦手法の有効性に差が出る [19]こと

がわかっている．Montagueらの報告では，テキスト文書検索

において，SUMを使った正規化とそれぞれの類似度の和を表

す CombSUMを使った評価統合を用いた場合，高い検索精度

になることが実験で示されている [20]．そこで，我々はこの二

つの関数を使用し正規化と評価統合を行う．

ここで正規化前の類似度 Si(Oj)，ブックマーク中のWebペー

ジ数 N で SUMで正規化を行った後の類似度 S′i(Oj)を定義す

ると以下の式で表される．

S′i(Oj) =
Si(Oj)PN

j=1 Si(Oj)
(9)

さら，CombSUMで評価統合を行う前の類似度 S′i(Oj)行っ

た後の類似度 S′′(Oj)を定義すると以下の式で表される．

S′′(Oj) =

NX
i=1

S′i(Oj) (10)

4. 実 験

4. 1 実 験 環 境

情報検索の分野では検索精度を評価するため，TRECテスト

コレクション [21] が存在する．しかし本手法の有効性を示す実

験では，利用者が独自に作成しているブックマークが必要とな

るが，我々の想定に合うようなテストコレクションを発見でき

なかったため，独自にテストコレクションを作成した．

そこで，我々はWeb上ではブックマークを公開している利

表 1 各利用者のブックマークの詳細

Table 1 collected bookmark

推薦情報享受者数 33 人

総フォルダ数　 1724 個

デッドリンクではないWeb ページ数 9201 ページ

全ブックマーク提供者のフォルダ数の平均　 　 52.24

全ブックマーク提供者のフォルダ数の標準偏差 62.00

全ブックマーク提供者のブックマークの深さの平均 　 3.39

全ブックマーク提供者のブックマークの深さの標準偏差 0.555

全ブックマーク提供者のブックマーク中ページの平均 252.24

全ブックマーク提供者のブックマークページの標準偏差 352.13

用者が多いため，それらのファイルを人手で収集して利用した．

公開されたブックマークはフォルダ名，URL の情報を持って

おり，またブックマークの階層構造も表現している．収集した

ブックマークの詳細を表 1に示す．

以上のブックマークデータを用い，以下のような手順で評価

実験を行った．

（ 1） 全ブックマーク提供者のブックマークページの単語の

重みから特徴ベクトルを作成し，その情報をファイルに格納

する．

（ 2） Webページの閲覧中に推薦情報享受者のブックマーク

にWebページを加えたとき，加えたページの単語の重みから

特徴ベクトルを作成し，(1)で作成された特徴ベクトルとのコ

サイン相関値から類似度を算出する．

（ 3） 推薦情報享受者と他の全ブックマーク提供者とのフォ

ルダの階層構造を比較し，評価されたフォルダの類似度と構造

の類似度によって，嗜好の似たブックマーク提供者を発見する．

（ 4） (2)，(3)で得られた類似度を正規化し，統合関数を用

いて類似度の統合を行う．

4. 2 評 価 方 法

実験の評価は以下のように行った．

（ 1） 被験者がWebブラウズ中にWebページをブックマー

クに加えることを想定し，著者の友人である 3 人の被験者に

よって，1組組づつ合計 3組の追加ブックマークページについ

て，適合Webページの組を作成する．

（ 2） Webページを提案手法に入力し，ランキング形式で推

薦されたWebページを得る．

（ 3） 3組の追加ブックマークページに対して，ランキング

形式で推薦されたWebページ群と (1)で作成された適合Web

ページを比較し，再現率と適合率を求める．その結果から平均

適合率を算出し，再現率－適合率グラフに描画し，評価を行う．

4. 3 平均再現率適合率

情報検索システムの検索精度を評価する指標として，再現率，

適合率が挙げられる [22]．追加ブックマークページに対しての

適合Webページ集合 Rと，推薦結果 Aが，図 6に示すような

結果になったとすると，再現率 Re と適合率 Pr は次のような

式で定義される．

Re =
Ra

R
(11)
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Fig. 6 Recall and Precesion

Pr =
Ra

A
(12)

得られた再現率と適合率から推薦Webページ数を変化させて，

グラフの横軸に再現率を縦軸に適合率をプロットしグラフを描

くと，再現率－適合率と呼ばれるグラフが得られる．また，再

現率適合率グラフで性能判定が難しい場合，平均適合率と呼

ばれる評価指標で表現することがしばしば行われる [23]．Bを

他の全ブックマーク提供者のブックマーク中のWeb ページ数，

Oi(i = 1, 2, · · · , N)を推薦順位第 i位の文書の適合，不適合を

表す変数とした時，平均適合率 v は以下のように定義される．

v =
1PB

i=0 x(Oi)

NX
j=i

j

x(Oi)
(1 +

j−1X

k=1

x(Ok)) (13)

4. 4 実 験 結 果

ここでは，3章で提案した，ブックマークの階層構造を利用

し協調フィルタリングに基づくWebページ推薦を行う手法の

有効性を判断するために実験を行った．

実験の項目としては，次の四つを用いた．

（ 1） Webページの間の類似度のみ

（ 2） (1)の類似度とフォルダの類似度を評価統合したもの

（ 3） (1)の類似度と構造の類似度を評価統合したもの

（ 4） (1)の類似度，フォルダの類似度と構造の類似度を評

価統合したもの

各項目の再現率－適合率グラフを図 7に，平均適合率を表 2

に示す．この結果より，提案したフォルダの類似度と構造の類

似度を考慮した推薦手法より，構造の類似度を考慮した推薦手

法がよりよい精度で推薦を行うことがわかる．この理由として

は，フォルダの類似度が嗜好の類似した利用者をうまく特定で

きず，推薦精度の低下することが挙げられる．以下にフォルダ

の類似度の問題点を述べる．

• フォルダの類似度の問題点

フォルダの類似度が高く評価されたフォルダの上位に，フォル

ダに含まれるWebページ数が少ないフォルダが出現し，推薦

精度の低下を招いている．この原因としてはWebページが増

えるほど，Webページ群に含まれる単語が多くなり，単語一つ

一つの重みが小さくなる．その結果，情報量が少なく，単語の

一つ一つの重みが大きいフォルダに含まれるWebページ数の

少ないフォルダが上位に推薦される．これではフォルダの特徴

を十分抽出しているとは言えない．したがって，フォルダの特

徴づけ手法を検討すべきと考える．

しかし，単語の出現頻度に基づいたWebページの類似度の
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図 7 実験結果の再現率－適合率グラフ

Fig. 7 recall-precision graph

表 2 実験結果の平均適合率

Table 2 average precision

Web ページの類似度のみ 0.080900714

フォルダの類似度 0.068731703

構造の類似度 0.109932284

フォルダ＋構造の類似度 0.093167443

みを用いる場合に比べて，ブックマークの階層構造を利用した，

フォルダの類似度と構造の類似度を考慮した推薦手法の方が，

利用者の嗜好の類似したブックマーク提供者からの推薦を受け

ることが可能であることがわかった．

また，Webページの類似度と構造の類似度にも改善の余地が

あることもわかった．以下にその問題点を述べる．

• Webページの類似度の問題点

推薦結果の上位に，適合していない情報量の少ないWebペー

ジが出力される問題が確認された．情報量が少ないと単語一つ

一つの重みが大きくなり，推薦結果の上位に出現することが多

くなる．ここで，情報量が少ないWeb ページとは，他のWeb

ページにサイトが移転し，移転することだけが書かれたWeb

ページや，閉鎖されたことだけが書かれたWebページ，さら

に Flashなどのアプリケーションで作成され，テキスト情報が

少ないWebページなどがあげられる．したがって，情報量の少

ないWebページに対して，基準を設けて，これらのWebペー

ジを推薦結果から取り除く機構が必要である．

• 構造の類似度の問題点

構造の類似度があまり高くないブックマーク提供者のブック

マークに多くの適合Webページが含まれ，推薦の精度の低下

を招いている．これは追加ブックマークページ α に類似した

Webページ数が推薦情報享受者とくらべて多く，edit-distance

にコストがかかり，類似度が低くなっている．このように必ず

しも，適合Webページ数を多く持つブックマーク提供者の類

似度が高くならないことがわかった．このように，現在の手法

では，類似Webページ数に依存することが大きいため，より

構造の分類のされ方の嗜好を判定するような提案が必要となる．



5. ま と め

本稿ではブックマークの階層構造を利用した協調フィルタリ

ングに基づくWeb ページ推薦手法について提案を行った．評

価実験を行った結果，構造の類似度を加味した，場合よい結果

が得られた．本手法の利点は以下の通りである．

• 利用者が独自に作成しているブックマークからの推薦が

できる．

• 推薦情報享受者が現在興味を持っているWebページの

情報を基に，これまで利用者がブックマークしてきた情報を考

慮して推薦を行うため，推薦情報享受者の嗜好の変化に対応で

きる．

また，本論文で行った実験で以下のような問題点があること

がわかった．

• 情報量の少ないWebページを推薦結果から排除する機構

• 新たなフォルダの特徴づけ手法の提案

• より構造のされ方の違いを評価できる構造の類似度の

提案

さらに，今後の以下のような検討を行う必要があると考える．

• 本提案手法の有効性を判断するには Jung ら [8] の手法

など，関連研究との比較が必須であり，早急に比較実験を行う

必要がある．

• ブックマークはプライバシーにかかわる情報であるため，

公開を拒む利用者も多く存在する．そこで，利用者のプライバ

シーを考慮したブックマークの利用方法について考える．
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