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階層的要約を用いたWeb文書集合への問合せ
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あらまし 現在Web文書集合への問合せ手法として多くのシステムが問合せの語を含む文章の抜粋を利用する. しか

し単純に問合せの語を含む文章の抜粋からでは, どの文書が利用者にとって有用な情報であるかを判断することは困

難である. 本稿では,素早くWeb文書の内容を把握するために階層的要約を利用する. そして,実験により提案手法の

有用性を示す.
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Abstract In this investigation we discuss a novel method of query processing based on Web pages summarization

while traditional query systems give part of the page contents. Clearly it is hard to grasp what the pages are going

to say. In this work we show how useful hierarchical summarizations are to grasp the answers quickly as well as how

to evaluate the answers. We show some experimental results using NTCIR Web documents.
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1. 前 書 き

近年，インターネットの爆発的な普及により World Wide

Web(WWW)の世界は急激に拡大し,世界中の誰もが容易にア

クセスできる膨大なテキスト情報をもたらした. このような膨

大なWebデータ群から利用者にとって有益な情報を見つける

のを手助けするための手法をWeb情報検索と呼ぶ. これまでに

Web情報検索システムとして様々な検索エンジンが提案され,3

億から 30億と言われる巨大な URLデータベースを構築してい

る. この巨大なデータベースを用いた情報検索システムにより

問合せと関連するWeb文書の URLを得ることができた. 特に

Googleや Yahoo!等の検索エンジンは利用者が問合せ語を通じ

て自分の要求を伝えることで関連するWeb 文書の URL をラ

ンク付けしたリストを検索結果を得ることができる [1], [12]. し

かしながらキーワードマッチを用いて問合せ語に適合するWeb

文書を検索するとき，問合せ語を直接含まないWeb文書を探

し出すことができないという問題点がある．

ランク付けの方法として知られている手法の一つが HITSア

ルゴリズムである [12]. HITS アルゴリズムはWeb ページを

Authority や Hubという二つの視点から取り扱う. あるページ

から参照されているWeb ページを Authority とし, 特定のト

ピックに関する情報が豊富であることを表す尺度である. 一方,

あるページを参照しているWebページを Hubとし, authority

としての価値が高いページへのリンクが豊富であることを表す

尺度である. 特に Authorityの値に基づいて検索結果をランク

付けが利用される.

検索エンジンで利用する場合, ランク付けられたWeb 文書

の要約として問合せ語の前後の文章の断片を抽出したものを利

用する. 利用者は得られた検索結果をブラウズし目的に合致す

るWeb 文書を探すのだが, ほとんどのシステムでは問合せ語

が含まれている箇所の文章を要約として提示している．そのた

め,利用者はこのわずかな情報を頼りに, 類似したWeb文書を

多量に含む検索結果の中から求める情報を有するWeb文書を

探すことになる．しかしながら,単純に問合せ語を含む箇所の

文章からだけでは，どのWeb文書が有用であるかどうかを判

断することは困難である．そのため，Web文書の内容を素早く

把握する方法，即ちWeb文書の自動要約に対するニーズが高

まっている.

自動要約は情報源から特定の利用者 (あるいはタスク)にとっ

て最も重要な情報を抜き出すプロセスである [13]. 利用者にとっ



て自動要約は文書 (例えばニュース記事など)の内容を素早く把

握するために利用できる. これまでに提案されてきた自動要約

の手法は 3つに大別することができる.

抜粋 (Extracting)は文書中で最も主題に関連する箇所を識別

する手法である. 特に,単語に重みなどのスコア付けを行い，ス

コアの高い語を含む文章を抽出する方法を重要文抽出法と呼ぶ.

新たに文章を作る必要がなくまた自然言語処理をほとんど必要

としないため実現が容易である.

抽象化 (Abstracting)はテキストをより一般的な概念に置き

換える手法である，言い換えると,原文には明示的には現れな

い文章も生じてよい要約技法である. この手法は抜粋よりも一

貫性があり高度な要約が期待できるが，対話理解や自然言語処

理，オントロジ処理などの高度な技術が必要となる.

クラスタリング (Clustering)はオブジェクト集合へのグルー

ピング手法であり, 同じクラスタ内のオブジェクトは類似し異

なるクラスタのオブジェクトは似ていない様に振り分ける [11].

本稿ではWeb検索システムにおける問合せ処理と検索結果

の表示において我々の提案した自動要約手法を用い,その有用

性を示す. 我々はこれまでにハイパーリンクと語の共起性から

Web 文書の集合を抽出することで, 類似した内容を持つWeb

文書同士の集合を得る手法を提案した [23]. さらにこのWeb文

書集合を semantic textual units (STU)という意味単位に分割

する. 文献 [25]において, STUから階層構造を生成し,階層構

造のノードに STUによってラベル付けする手法を提案した, こ

れを階層表現による要約と呼ぶ.

そこで,本稿ではこの階層表現による要約に問合せをし, この

階層構造を検索結果に反映させる手法を提案する. 階層構造の

各ノードと問合せ語との類似度を計算することで, 問合せ語と

適合するノードのランキングを得る. そして, このランキング

の中で親子関係にあるノードは, その関係を検索結果として出

力することで階層構造を持つ検索結果を得る.

本稿で提案する問合せ手法を用いることで, 利用者が検索結

果から合致するWeb 文書への URL を探すときに階層構造は

効果的に働く. より詳細な内容を求めるならば下位のノードの,

全体の内容を把握するならば上位ノードのラベルを手がかりと

してブラウズすることができる. そしてこの階層構造の各ノー

ドに含まれる URLは, そのノードのラベルによって URLのリ

ンク先の内容を素早く把握することができる. また, さらに検

索結果の階層構造の親ノードや子ノードをも抽出の対象とする

ことで, 問合せ語を直接含まないWeb文書への URLも検索結

果に含むことができる.

次章で自動要約を用いた問合せ処理の関連研究について述べ

る. 第 3章で既に我々が提案した階層表現による要約手法の概

要を要約する, 詳細は文献 [25]を参照. 第 4章で本稿で提案す

る階層表現による要約への問合せ手法を，第 5章で実験結果を

挙げ本手法の有用性を示し，第 6章は結論である.

2. 関 連 研 究

問合せ処理に自動要約の手法を用いた手法がいくつか提案さ

れている. Googleや Yahooに代表される多くの検索エンジン

では要約として問合せ語を含む箇所の抜粋を行う [1], [12]. そこ

で,問合せ語を含む文章を対象として重要文抽出法を用いる手

法 [26]が提案された. しかし，この手法で生成された要約は問

合せ語を含む箇所の抜粋とあまり変わらない結果を抽出した．

また,問合せ語を含む箇所ばかりを提示してもどの文書が求

める情報を含んでいるかを的確に判断することは困難な作業と

なるという考えから, 問合せ語に適合する文書集合と適合しな

い文書集合を利用して要約文を抜粋する手法 [21]もある. この

手法は問合せ語に関連する文書集合を抽出し, その集合内で問

合せ語とその共起語を計算することで重要文を抽出した. 一方,

問合せ語とその共起語以外の語によって, 抽出されなかった文

書集合から重要文を抽出することで問合せ語に直接マッチしな

い文章を抽出することを目指した.

また,文章ではなく lexial chainという語の並びを抽出する要

約手法がある [17]. 同じ文章で共起している語は意味的に類似

しているという考えに基づき, 類似した語の並びを lexial chain

と呼び, 要約として抽出した. この手法はニュース記事による

コーパスで実験がなされている. Web文書はタグやハイパーリ

ンクといった構造データとテキストデータからなる半構造デー

タであり, 著者が複数存在する文書,文法の誤りのや造語を含む

文書もあることから, この手法のWeb文書への適応は自明では

無い.

3. 階層表現による要約手法

我々は新しい自動要約手法として構造化を提案した [25]. 構

造化 (Structuring)は文書をデータ構造を用いて表現する手法

である. データ構造はその構造自身が意味を有するために, 文

章を読まなければ全体を把握することのできない従来の自動要

約手法に比べ, 明瞭かつ簡潔に表現することが期待できる. し

かしながら,どのような構造が文書を要約として適切に整理す

ることができるのかは自明ではない.

また,このとき対象となる処理単位は，単語や語句などのよ

うに最小の意味単位であるか，文章などのように一定の意味ま

とまりを持つものである. 前者の場合では精密に扱えるが，単

語・語句間の関連の表現が詳細で全体像を捉えにくい. 逆に後

者では，内容の大筋や概要は記述方法に依存するが，文章間の

関連が対応させやすく全体を捉えやすい. 文書内容の意味構造

を記述するために有向グラフや木構造を用いることで, 文書内

容を多段階に表すことを期待できる. 木構造では, 根に近いレ

ベルであれば概観や大域的な, 葉に近いレベルであれば詳細や

局所的な観点に対応している. Key Graph [18]は重要語の関連

をグラフ表現する技法である. しかし繋がりに対して大要も細

部も同時に表現するため，抽象度に応じて多段階に解釈するこ

とは容易で無い. これより, 文章を最小の処理単位として木構

造をもちいた構造化に着目する.

この章ではまず,Web文書集合を類似した集合に分けるため

に組み合わせクラスタリングについて述べる [23]. 次に, この

Web文書集合の自動要約の手法として階層構造を用いた要約手

法ついて述べる.



3. 1 組み合わせクラスタリング

本節と次節で階層表現を用いたWeb文書集合の階層的要約

手法を提案する. 最初に,相互に類似したWeb文書集合を得る

手法について述べる. このとき, 主な問題の１つが莫大な量の

Web文書からの適切なページ集合を抜粋する方法である. 単純

にクラスタリングを用いれば, 小数の巨大クラスタと多数の微

細なクラスタが生成されることが一般的に知られている. しか

し我々は既にベクトル空間モデルによるクラスタリングとハイ

パーリンクの共起性に基づいたクラスタリングを組み合わせた

Web文書クラスタリング手法を組み合わせクラスタリングと呼

び,その有用性を示した [23]. これにより我々は適当なトピック

に対応する適切なWeb文書集合を得ることができる. ここでは

組み合わせクラスタリングの概要を要約する, 詳細は文献 [23]

を参照.

Web文書クラスタリングは類似した内容のWeb文書集合を

得ることを目的とするクラスタリングである. 我々はWeb文書

に対して，”文書特性”と”ハイパーリンク”による構造を利用し

たクラスタリングが適用する. 文書特性を利用したクラスタリ

ングでは,Web 文書は (通常のテキストクラスタリングと同様

に) ”単語の多重集合” (Bag of Words) として表現される [11]．

各文書はベクトルで表され、全体としてベクトル空間を構成す

る．ベクトルの各要素は対応する単語の出現頻度に対応し, 文

書間の類似度を対応するベクトル間の余弦 (余弦)値を用いて記

述する. 索引語により Web 文書をベクトル化し,ベクトル集合

をクラスタリング (VSMクラスタリングと呼ぶ)を行う．一方,

ハイパーリンク (他のWeb 文書への参照) は，Web 文書間の

意味的な結びつきを明示的な構造で表すと言う点で重要である．

この考えに基づき,ハイパーリンクの共起性を利用したクラス

タリング (Linkクラスタリングと呼ぶ)を行う，この２つクラ

スタリングの結果を”組み合わせる”ことにより, 同一のトピッ

クを参照し,かつ文書の酷似しているクラスタへと分割する.

ここで組み合わせクラスタリングの例を示す．頂点 (node) を

Web文書に, 辺 (arc) をハイパーリンクに対応させれば, Web

文書集合上のハイパーリンク構造は有向グラフで表現すること

ができる. 図 1のように 6個の頂点 a1 · · · a6 があるとき頂点 a

から出る辺の集合 From(a)を a からの出辺集合 (要素数を出

次数)，逆に頂点 bへ入る辺の集合 To(b)を入辺集合 (要素数を

入次数)という. 同じ参照先への出辺数の割合を用いて類似度

として階層型クラスタリングを行う. このプロセスから得られ

るクラスタを LINK クラスタと呼ぶ.

次に,6個の Web 文書集合 a1, · · · , a6 に対応して文書ベクト

ルが図 2で与えられているとする．これにより得られるクラス

タを VSM クラスタと呼ぶ.

図 3 は例 1 の Link クラスタを A1, A2 を円形で, 例 2 の

VSM クラスタ B1, B2 を矩形で表している. Link クラスタと

VSMクラスタを重ね合わせると, クラスタ C11 = {a1, a4}と,

C22{a3, a6} に分割される, これを組み合わせクラスタと呼ぶ.

クラスタ C12 = {a2}と C02 = {a5}はクラスタが小さすぎる
ため破棄される．

b1 b2 b3
b4a1

a6a4 a5 a3a2

(a) LINK clustering
図 1 LINK Clustering

a1
a6a4 a5
a3a2

(1,0,0,0,0) (0,0,1,1,1) (0,0,1,1,0)

(1,1,0,0,0) (0,0,0,1,0) (0,0,1,1,1)(b) VSM clustering
図 2 VSM Clustering

図 3 Combination Clusters

3. 2 階層表現による要約

前節で我々はどのようにWeb文書集合を得るかを述べた. 組

み合わせクラスタリングから類似した内容をもつWeb文書集

合を抽出できたと仮定し, そのWeb文書集合の階層表現による

要約を生成する手法について述べる [25].

Web 文書に対して構造化による要約を適応することを考え

る. Web 文書は文字列部とタグ部から多重に構成されてい

る. HTML 言語ではタグ付け対象となる部分を要素と呼び,

文章の構造 (見出しやハイパーリンクなど) や, 修飾情報 (文

字の大きさや組版の状態など) を記述する. つまり, 整合した

Web 文書において要素はタグの持つ意図を反映した完結した

意味的まとまりを有すことから, タグで囲われた部分がWeb

文書を構成する最小の単位の文章であるとする.我々はこれを

Semantic Textual Unit (STU)と呼ぶ. 本稿で対象とするタグ

は <P> <UL> <OL> <DL> <TITLE> <TABLE> <BLOCKQUOTE>で

ある.

図 4に示すように我々はWeb文書集合から STUを抽出し，

階層型クラスタリングを用いることで階層構造を得ることがで

きる. 最後に階層構造の各ノードにラベル付けすることで階層

表現による要約を得る.
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図 4 overview

STUを生成する時,我々は二つのタグの入れ子構造とリンク



に着目する. HTML言語ではタグが多段階の入れ子構造になる

ことを許すため, 通常,ある要素にタグを複数指定する場合はタ

グを入れ子構造にする. 次のようにタグが入れ子構造になって

いる場合,どのように STUを抽出するかを示す.

<blockquote>

<p>要素 1</p>

<p>要素 2</p>

</blockquote>

要素 1,要素 2はそれぞれ<P>に囲まれた要素であり,また{要素

1,要素 2}は<blockquote>の要素でもある. このとき抽出され

る STUは :STU1 = {要素 1} , STU2 = {要素 2} , STU3 = {

要素 1,要素 2}の 3個のSTUが抽出できると考える. 即ち,STU

内のタグを解析することで内部のタグによる要素もまた STU

であるとみなす. この結果，クラスタリングはWeb 文書の内

部構造も反映させた結果を生む.

Web 文書の関連を表すタグ<A HREF>は，リンク先の内容を

示唆しているとみなし，リンク先のWeb文書構造と<A HREF>

を置き換えて処理する.

STUのモデル化にベクトル空間モデルを用いる. 本稿では単

語として，連続する漢字・カタカナを利用する. Web文書には

しばしば文法的に正しくない表現が含まれるため，形態素解析

などの文法的な体系付け手法は適さない. また文書に出現する

単語を減らし，ベクトル表現の次元数を縮小するために，Zipf

の法則を用いる.

階層型クラスタリングは，各クラスタ間の距離が計算され最

も距離の近い二つのクラスタが逐次的に併合される. 一つのク

ラスタに併合されるまで繰り返すことで最終的に階層構造を得

る. この結果の階層構造は類似度とクラスタ構成方法に依存す

る. 本稿では群平均法 (average linkage method)による構成方

式を用いる. そしてクラスタリングによって得られた各文書ベ

クトルの平均値を計算し，平均ベクトルから最も近い STUを

重心 (centroid)とする. このとき各クラスタは重心 STUによっ

てラベル付けする. 最終的に，Web文書集合から重心 STUで

ラベルづけられた階層表現を得る.

図 5 Taking STUs from Web Pages

図 5のように、2つのWeb文書と単語 A,B,C,D,Eに対して

本手法の例を示す. STU1 は<TITLE>，STU2 は<UL>，STU5

は<BLOCKQUOTE>タグに囲まれているので STU として抽出す

る.<A>で囲まれた単語 Eとリンク先の単語 Cから STU4ができ，

また STU3は STU4を入れ子に持つ. こうして 5つの STUが

生成され.これらの STUを群平均法による階層型クラスタリン

グした結果を図 6に示す.

AB ABC CDE CE CDE

(2) [0.666] AB

STU1 STU2 STU4 STU3 STU5

(2) [1.000] CDE

(3) [0.666] CDE

(5) [0.222] CDE

図 6 Hierarchy using STUs

3. 3 階層表現による要約の評価方法

自動要約の結果の評価については既にいくつかの提案があ

る [13]. まず最初に着目された評価尺度は圧縮率である. 圧縮

率とは原文に対する要約文の長さを意味し,高い圧縮率の要約

では原文の内容を全て包括しているわけではない. また, こう

した評価尺度は階層構造を用いた要約に適応することができな

い. 我々は階層表現による要約を定量的に評価する方法として

CHR Methodを提案した [24]. この手法は階層表現のノードの

可読性,階層の可読性,読解の三つの視点に基づいて評価する手

法で, ここでは特にノードの可読性の概要を要約する.

ノードの可読性とは重心の STUがノード内のトピックを包

括した内容を表しているかを評価する尺度である. この尺度の

ために粒度という内包する要素の相互距離によって定義される

概念を導入する. 粒度が細かいノードは, ノード内の要素数に

かかわらず類似した内容を示す. ノード内の STUが類似した

内容であるならば重心の STUによって容易に内容を把握する

ことができる.

我々は粒度の荒いノードにペナルティを課す尺度を導入し可

読性を評価する. ノード内の粒度は細かく, ノード間の粒度は

粗いようにノードが構成されていることが理想的であることか

ら, ノード内の粒度 Gin とノード間の粒度 Gout からノードの

可読性 Cdet を定義する.

Gin = 1 − 2

n(n − 1)

n∑
i=1

n∑
j=i

sim(xi, xj) (1)

クラスタ要素を xk(k : 1 . . . n),要素同士の類似度を sim(xi, xj)

とする. クラスタ Clr(r : 1 . . . s) としたとき Cli と Clj の群平

均法に基づくクラスタ間類似度を sim(Cli, Clj) とした場合、

Gout =

s∑
i=1

s∑
j=i

sim(Cli, Clj) (2)

こうした二つのコストの線形和によってノードの可読性を評価

するコストは定義される.

Cdet = Gin + Gout (3)



4. 階層表現による要約への問合せ

本稿では階層的要約を用いた問合せ処理を行うことにより,

従来のWeb検索結果では内容の把握が困難であった問題や, 問

合せ語を含まないWeb文書への問題を解決する. 前章で我々は

類似したWeb文書の集合とその階層表現による要約を生成す

る手法の概要を述べた. これらの手法がすでに適応されたと仮

定して問合せを行う. つまり,Web 文書は類似した内容を持つ

文書同士を集合に分け, 各Web文書集合には階層表現による要

約を適応した状態である. 我々の提案する問合せ処理は次の手

順で行う.

• ルートへの問合せ

• 下位ノードへの問合せ

• 階層の抽出

最初に,各Web文書集合の階層表現のルートノードに対して

問合せとの類似度を計算する. 階層表現による要約ではルート

ノードがWeb文書集合全体の単語の分布の重心を保持するこ

とから, ルートノードはWeb文書集合全体を抽象化した内容で

あると考えることができる. そして, 問合せとの類似度が閾値

以下場合はこのWeb文書の集合はこの後の処理の対象からは

ずすことができる. つまり,ルートノードはWeb文書集合内を

把握するための要約として利用することができる. このとき利

用する類似度は,余弦類似度と bGIOSS類似度 [10]のいずれか

を用いる。問合せ語とノードとの余弦類似度は以下のように示

される.

cos(q N) =
q · N

∥q∥∥N∥ (4)

q と N はそれぞれ問合せ語とノードの単語ベクトルを表す.

bGIOSS類似度 [10]は以下のように示される.

bGIOSS(Q N) = ∥N∥
n∑

i=1

∥qi∥
∥N∥ (5)

N はノードの単語ベクトルを, 単語数 n 個の問合せ語は

Q = {q1 . . . qn} と表す.

次に,下位ノードへの問合せを行う. ルートノードが問合せ語

と閾値以上の類似度であったWeb文書集合の全ノードに問合

せ語との類似度を計算する. ここでも余弦類似度と bGIOSS類

似度のいずれかを用いる。そして,我々は問合せ語と類似した

ノードのランキングを得ることができる. ここで STUとWeb

文書の関係に着目する. STUはWeb文書をタグ構造とリンク

構造から分割して生成したものである. 分割前の STUは必ず

いずれかのWeb文書に含まれていることから, STUは分割前

のWeb文書の URLと関連づけることができる. また,STUが

リンク構造を持つ場合はそのリンクとも関連づけられる. すべ

てのノードは STUを保持していることから,ノードは URLと

関連付けることができる. そして,ノードの保持する URLの要

約として重心 STUの文章をラベル付けすることができる. こ

れより,我々は問合せと類似した重心 STUと URLを持つノー

ドのランキングを得ることができる.

最後に, 階層の抽出を行う. ノードの類似度ランキングにお

いて, 高い類似度のノード同士が親子関係にある場合はその関

係ごと抽出することで問合せの結果が階層構造を持った要約と

して出力することができる. さらにこの抽出した階層構造の親

や子のノードが問合せ語と類似していなくても, 階層表現の評

価方法として利用したノードの可読性 cdet がより低いコストの

ときには抽出の対象として扱う. これにより, 問合せ語を直接

含まないWeb 文書の URL が階層構造として抽出することが

期待できる.

ここで階層表現による要約への問合せの例を示す. 問合せベ

クトルを Q = {0 0 0 0 1} とする. まず,ルートへの問合せとし

て,図 7の四つのクラスタに余弦類似度を用いる. クラスタ 1は

類似度 0.2,クラスタ 2が 0.33,クラスタ 3,4は 0.0. 閾値は 0.1

以上とすると,クラスタ 3と 4を次の処理の対象から外れる.

次に,下位ノードへの問合せで,図 8に示す 4つのノードに着

目する. ノード 1は類似度 1.0,ノード 2は 0.2,ノード 3は 0.5,

ノード 4が 0.33. ノードのランキングはノード 1,3,4,2の順と

なる.

最後に階層の抽出は, ノード 1とノード 2は親子関係である

ことから, その階層構造ごと抽出する. そしてノード１位から

ノード 2の親ノードと子ノードの可読性を計算し, ノード 1の

下位ノードとノード 3の親ノードが低いコストであった場合に

出力される問合せの結果を図 9で示す.

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 1

Cluster 4
(1,1,1,1,1)

(0,1,0,1,1)

(1,1,1,1,0)(1,0,0,0,0)

図 7 querying to root node

N4= (0,1,0,1,1)

N1=(0,0,0,0,1)

N2=(1,1,1,1,1)

N3= (0,1,0,0,1)

図 8 querying to nodes

5. 実 験

5. 1 実 験 環 境

本稿では，実験データとして NTCIR-3を使用する. NTCIR-3

は.jpドメインの html及び txtデータを集めたテストコレク

ションである. この中から 2001年 9月 29日から 2001年 10月

5日までに収集した 9929件のWeb文書を対象とする. 階層表

現に問合せ処理を行うためにこのWeb文書に組み合わせクラ

スタリングを行い, 我々は 6つのクラスタが得ることができた.

そしてこれらのクラスタに階層表現による要約を適用する. こ

の階層表現への問合せ処理の評価を以下 3点において行う.
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図 9 querying result

• HITSアルゴリズムの URLとの適合率と再現率

• 余弦類似度と bGIOSS類似度の比較

• 抽出した木構造の詳細

5. 2 HITSアルゴリズムのURLとの適合率と再現率

まず最初に二種類の問合せにおける HITS アルゴリズムの

URL との適合率と再現率の比較を行う. ノードが HITS アル

ゴリズムの URLを多く含む割合 (カバレッジ)が高ければ理想

的なノードとなる. このカバレッジを評価するために再現率を

用いる. 一方,HITS アルゴリズムの URL 以外の URL はノー

ドにとってノイズとみなすことができる. よってノイズの少な

さを評価するために適合率を用いる.

階層表現は上位ノードになればWeb文書全体の内容をカバー

する抽象的な要約となり, 下位ノードでは個々のトピックの詳

細な要約となる. 同様に, ノードが保持する URL も下位にな

るほど問合せと強く類似した URLのみが含まれることになる

が,URLのカバレッジも悪くなる. そこで HITSアルゴリズム

によって実験データの 9929 件のWeb 文書にランク付けを行

い, このランクとノードの保持する URL を比較することで提

案手法の精度を評価する.

HITSアルゴリズムは Authority値が高いほど特定のトピッ

クに関する情報が豊富であることを表すことから, ノードの

保持する URL と HITS アルゴリズムによるランクで問合せ

語を含む URLの URLの個数から適合率と再現率を求めるこ

とは HITSアルゴリズムの考えと合致しない. そこで URLの

Authority値によって重み付けをした適合率と再現率を以下の

ように定義する.

適合率 =
w(URLN ∩ URLHITS)

w(URLN )
(6)

再現率 =
w(URLN ∩ URLHITS)

w(URLHITS)
(7)

ある URL の Authority 値を w(URL) , ノードが保持する

URL集合を URLN ,HITSランクで問合せ語を含む URL集合

を URLHITS とする.

問合せ語 {フィルタ }で問合せたとき,階層の深さに対する

適合率と再現率の最大値との関係を図 10に示す.��������� ��	 ����
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図 10 precision and recall by query {filter}

問合せ語 {フィルタ,実験 }で問合せたときの関係を図 11に

示す. ��������� ��	 ����
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図 11 precision and recall by query {filter , experiments}

再現率は図 10,11共に深さ 30前後でほぼ 1.0となっている.

これは HITSアルゴリズムによるランクで authority値の高い

URL を包括することができていることを示している. 適合率

は深さ 25 前後で最大の値を示している. 深さ 25 より上位の

ノードではノイズとなる URLを含んでしまうために適合率が

下がっている. このため深さ 25 前後のノードを抽出する類似

度が望ましいことがわかる.

5. 3 余弦類似度と bGIOSS類似度の比較

次に二種類の問合せにおける余弦類似度と bGIOSS 類似度

の比較を行う. 問合せ語 {フィルタ }で問合せたときの階層の
深さと余弦類似度と bGIOSS類似度の最大値との関係を図 12

に示す.

問合せ語 {フィルタ,実験 }で問合せたときの関係を図 13に

示す.

図 12から,問合せ語が 1語の場合,どちらの類似度も類似し

た傾向を示し, URLの適合率と再現率が高かった深さ 25前後

で類似度が高い値をとっていることからどちらの類似度も理想

的な抽出に貢献している. しかしながら,図 13では bGIOSS類

似度がより下位の階層のノードで高い類似度を示している. こ

れは bGIOSS 類似度は問合せ語の語数の数だけノードのサイ

ズで正規化を行うことから, よりサイズが小さいノードを選び
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図 12 cos and bGIOSS by query {filter}��� ��� ���	
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図 13 cos and bGIOSS by query {filter , experiments}

やすくなるという傾向にあることがわかる. それ故,深さ 25前

後で類似度が高い値をとっている余弦類似度が有効であった.

5. 4 抽出した木構造の詳細

問合せ語 {フィルタ }で問合せたとき余弦類似度が高い上位
4つのノードの抽出を行った結果を図 14に示す.����������	
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図 14 hierarchy by query {filter , experiments}

1位,3位,4位のノードが親子関係であることから階層表現が

抽出した. そして 3位と 4位のノードよりも子ノードがCdet 低

い値をとっていることから 33位と 100位という問合せ語と合

致していないノードも抽出できている. 下位ノードの重心 STU

の内容はフィルタに関する内容であり, 上位ノードではフィル

タと電気工学科に関する内容であることから, 上位ノードにな

るほど抽象的な内容になっていることが確認できる. ノード

が保持する URLに関しても下位ノードではフィルタに関する

Web文書への URLであり, 上位ノードでは電気工学科に関す

る URL や大学の研究室への URL などを含んでいる. これよ

り階層表現を用いて問合せの結果を表示手法は従来のWeb検

索結果では困難な内容把握や, 問合せ語を含まないWeb文書な

どの問題を解決している.

6. 結 論

本稿ではWeb文書集合を階層表現により要約し問合せをす

る手法を提案した. 提案手法による問合せは従来のWeb 検索

では困難だった素早い内容把握を容易に実現可能なことを実験

により示した. 今後の課題としては,階層的要約の生成時に必要

となる記憶域についての議論が必要である．本研究では階層的

要約の生成には階層型クラスタリングを用いた. このとき全要

素の類似度行列を必要とするため大量の記憶域を消費してしま

う．そして要約の対象となるWeb文書に変更が生じた場合,階

層的要約を再度生成しなければならない. これらの課題に対し

て次元縮小を用いたり,やあるいは動的な要約生成法プロセス

の必要性は, 実際に実用することを考えると対処が必要となる．
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