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ウェブコミュニティ抽出アルゴリズムの改良
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あらまし 密な二部グラフをウェブコミュニティとみなして抽出する手法が提案されている。そこでは密な二部グラ

フは一般に、多数のファンからリンクされているセンターと、多数のセンターをリンクしているファンから成るグラ

フとして定義されている。以前より、そのようなグラフを抽出するための手法として、DBG や PlusDBGなどのアル

ゴリズムが提案されてきた。これらの手法は、シードページから二部グラフ構造を拡張して、その中から二部グラフ

の条件に合った構造を取り出すことにより、二部グラフを抽出している。しかしこれらの手法で抽出されたグラフは、

連結でない複数の二部グラフを含んでいたり、共通のファンを持たないセンターを含んでいる可能性があり、これは

本来の定義と異なったグラフを抽出する可能性がある。本論文では、２つのセンターは必ずN 以上のファンにより結

ばれている二部グラフを抽出するアルゴリズムを提案し、従来の手法が持っていた問題を解決する。我々はクローラ

を用いて集めたウェブページを使って実験を行い、その結果を従来の手法と比較する。
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Abstract Several methods to find Web communities by extracting dense bipartite graph structure from the Web

graph are proposed. A dense bipartite graph is a graph which has two groups of vertices, fans and centers, and of

which all fan links several centers and all center is linked by several fans. The DBG and the PlusDBG are an exam-

ple of algorithms to extract such bipartite graphs. Brief of existing algorithms is first to expand a bipartite graph

and second to extract a DBG from it. However, this process possibly causes extracting two unconnected bipartite

graphs as one Web community or extracting a DBG of which centers are unrelated, and such graphs possibly does

not match to the original idea of Web community. In this paper, we propose a DBG structure of which two centers

are linked by more than one centers as Web commutnity topology. Then, we conduct an experiment and compare

the result with existing methods.
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1. 初 め に

ウェブコミュニティとは、トピックを共有するウェブページ

集合のことである。ウェブコミュニティを抽出することは、ウェ

ブページクラスタリングに有効に利用できることと、ウェブ上

で新しいトピックを見つけられることが期待され、活発に研究

が行なわれている。そのウェブコミュニティを抽出する方法は、

大きく二つに分けられる。その一つは一般的なドキュメントク

ラスタリング手法を使って分類する方法である。もう一つの方

法はウェブページ間のリンク構造を用いた手法である。本稿で

は主にリンク構造を用いたウェブコミュニティ抽出手法につい

て述べる。

ウェブページの中には、多数のページからリンクされている

ページが存在し、このようなページを共通参照しているページ

も存在する。[1] [2] では、このように連結されたページ群を見

つけると、共通の主題を持っていることがあると主張し、その

ページ群をウェブコミュニティと称した。それは、多数のペー

ジからリンクされているページは興味をもたらすものとされ



ていて、またそのページを他のページが結んでいるため互いに

共通した内容を含んでいると考えられるからである。それで、

ウェブからこのような構造をしたページ群を見つけることによ

り、ウェブコミュニティを発見するためのアルゴリズムが提案

されている。

ウェブコミュニティ抽出アルゴリズムとして、P.K. Reddy

らの [6] [7]と、斉田らの [8] [9]が挙げられる。これらの研究で

は、「多数の共通リンクを含むページ」をファン、「多数のファ

ンからリンクされているページ」をセンターと呼び、ファンと

センターで構成された密な二部グラフをウェブグラフから抽出

するアルゴリズムを提案している。二部グラフとは、ノード群

を２つに分割したとき、一つのノード群からもう一つのノード

群へのエッジしか存在しないグラフを意味する。密な二部グラ

フ（Dense Bipartite Graph, DBG）は、ある条件を満たす二

部グラフのことである。Reddy らは 2. 章でも述べるように、

シードページを二部グラフに拡張し、その中からファンのアウ

トリンク数が pth 以上、センターのインリンク数が qth 以上と

なるような二部グラフを抽出し、抽出されたウェブページ群を

ウェブコミュニティとした。しかし、この手法では、密な二部

グラフを抽出する際、ノードのインリンク数とアウトリンク数

を数え条件に合わないノードを消去しているため、共通参照

ノードの消去により連結でない二部グラフを抽出する可能性が

ある（図 1）。

図 1 連結でない二部グラフが抽出される例（pth = 3, qth = 3）

斉田らは共参照リンクを用いて距離量を定義し、二部グラフ

を抽出する際に一定距離以内にあるページのみを二部グラフに

入れていき、その中から密な二部グラフを抽出している。この

手法では距離量を変化させることより連結でない二部グラフが

抽出されないようにすることが可能である。しかしこの手法は、

共通のファンを持たないセンターを含んだ二部グラフを抽出す

る可能性がある（図 2）。

二部グラフを用いたウェブコミュニティの抽象化は、本来興

味の対象であるセンターを、興味を持つ主体であるファンが結

んでいるという考えに基づいている。[9]では、PlusDBGの距

離量の閾値を小さくすると PlusDBGの精度が向上すると報告

しているが、これもファンによってより強くセンターが結ばれ

ることにより得られた結果であると考えられる。したがって、

図 2 共通のファンを持たないセンターを含んだ密な二部グラフが抽

出される例。（b）の黒い二つのセンターは共通のファンを持た

ない。（pth = 3, qth = 3, Disth = 1.0）

連結でない二部グラフとセンターが共通のファンを持たない二

部グラフは、目的とするウェブコミュニティを反映していない

と言える。逆にいうと、このようなグラフが抽出されないよう

にすることによってコミュニティの精度を上げられると考えら

れる。

以上のような考えに基づき、本稿ではウェブコミュニティを

「２つのセンターは必ず N 以上のファンを持つ二部グラフ」と

定義し、そのようなウェブコミュニティを抽出するアルゴリズ

ムを提案する。以降は 2. 章で関連研究について述べ、3.章で

提案するウェブコミュニティの定義と抽出アルゴリズムについ

て述べる。そして 4. 章で実験と結果について説明し、5. 章で

結論と今後の課題について述べる。

2. 関 連 研 究

ウェブコミュニティに関する研究は、主にウェブグラフ [3]

から特徴的なリンク構造を抽出する手法を提案している。特

徴的なリンク構造としては、[4] [5] で提案しているような「外

側へのリンクの数より内側へのリンクの数が多い部分グラフ」

と [2] [6] [7] [8] [9] で提案されているような「密な二部グラフ」

の２つを挙げることができる。以下、これらの研究について説

明する。

Flake らは [4] で、ウェブグラフ上でエッジをまたがった閉

境界を設けたとき、境界の内側にあるノード間のエッジの数が

境界上にあるエッジの数より多いとき、それをウェブコミュニ

ティとしている。そして、そのようなウェブコミュニティを見

つけるために、ウェブグラフに仮想の始端と終端を設け、「s− t

最大フロー・最小カット」アルゴリズムを用いてこのグラフを

二等分する、という手法を提案している。

しかし、Flakeらの手法には抽出するウェブコミュニティの

グラフ構造にあいまいさが残っている。すなわち、ウェブコミュ

ニティのメンバーとなるべきノードが一意に定まらない。Ino

らは [5]で、Flakeらの手法が持つあいまいさを指摘し、それを

改善するためのコミュニティ抽出手法を提案している。

一方で Kumarらは [2]で、ウェブコミュニティを「完全な二



部グラフを内包する密な二部グラフ」と定義している。[2] で

は、ウェブコミュニティを抽出するためにインリンクとアウト

リンクの数を元にファンとセンターの候補を選び、それらが形

成する二部グラフを枝狩りすることでウェブコミュニティを抽

出している。

Reddyら [6]は Kumarらの定義を緩め、密な二部グラフを

ウェブコミュニティとした。Reddyらの密な二部グラフは、ファ

ンはセンターに対して pth 以上のリンクを持ち、センターは

ファンから qth以上のリンクを持つ二部グラフ（以下、DBGと

称する）を意味する。DBGを抽出するアルゴリズムは、シー

ドページからリンクをたどり DBGの候補を抽出し、そこから

DBGを抽出することである。具体的には、まずシードページ

s を選んで S = {s}、T = ∅ とし、S からリンクされている

ページを T に加えて再び T をリンクしているページを S に加

えることを繰り返し行い、密な二部グラフの候補とする。そし

て s ∈ S に対し、T に対する sのリンクの数が一定値以下なら

S から抜き、t ∈ T に対しても S からのリンクの数が一定値以

下なら T から抜く、ということを繰り返す。Reddyらは DBG

によるウェブコミュニティの抽象化をウェブコミュニティ同士

に適用することにより、関連するウェブコミュニティを抽出し

ている [7]。

斉田らは [8]で、DBGを抽出するアルゴリズムとして Plus-

DBGを提案している。PlusDBGはウェブページ間の共参照関

係を用いて距離量を定義する。この距離量を用いて、PlusDBG

はシードページから一定の距離量以内にあるページを繰り返し

たどり、密な二部グラフの候補とする。そして、候補となった

グラフから Reddyらの手法と同様な密な二部グラフを抽出す

る。この手法を用いて、斉田らは [9]で距離量の閾値が違うウェ

ブコミュニティを抽出して比較することより、不要なウェブコ

ミュニティを判別した。

密な二部グラフによるウェブコミュニティの抽象化は、セン

ターがファンによってつながることにより同じトピックを持

つ、という考えに基づいている。しかし前章にも述べたように、

Reddyらや斉田らによって提案された手法はセンターがファン

によって結ばれないような二部グラフを抽出する可能性がある。

これは本来目的としたウェブコミュニティの構造とは異なって

おり、抽出アルゴリズムに改善が必要であると考えられる。

3. ウェブコミュニティ

本研究も [6] [8]と同様に、密な二部グラフによるウェブコミュ

ニティの抽象化を行う。ただし条件として、どの二つのセン

ターも複数のファンによってリンクされていることを与える。

本章では、我々が提案するウェブコミュニティに関する定義と、

その抽出手法について述べる。

3. 1 定 義

我々は二部グラフのうち、リンクを張っている側をファンと

呼び、その要素を si、集合を S とする。また、リンクの受け側

をセンターと呼び、その要素を ti、集合を T とする。このと

き、2つのセンターの連結可能な関係を次のように定義する。

［定義 1］（連結可能 (Connectable)） センター t1 とセンター

t2 が連結可能であるとは、t1 と t2 を同時に参照しているファ

ンが存在することを意味する。

そして、２つのセンターが連結可能であるとき、その二つの

センターをリンクしているファンを連結子と呼ぶ。

［定義 2］（連結子 (Connecter)） センター t1 とセンター t2 が

連結可能であるとき、t1 と t2 を同時に参照しているファン s

を連結子とする。

また、連結可能な 2つのセンターの連結度を連結子の数を用

いて次のように定義する。

［定義 3］（連結度 (Connectivity)） センター t1 とセンター

t2 が N 個の連結子によって連結されているとき、連結度

Connectivity(t1, t2)は N である。

図 3 連結子と連結可能なセンター

連結子と連結可能なセンターの関係の例を図 3に表す。

これらの関係を用いてすべてのセンターが連結可能な関係に

あり、またファンがセンターの連結子であるような密な二部グ

ラフ DBGが存在すれば、我々はそのような DBGをウェブコ

ミュニティとする。

［定義 4］（ウェブコミュニティ） 密な二部グラフ DBG(S, T )

において、T のすべての要素が連結度 N 以上で連結可能であ

り、S がその連結子の集合であるとき、DBG(S, T ) をウェブ

コミュニティとする。

図 4 抽出される二部グラフ構造

連結度 2の二部グラフ構造の例を図 4に表す。図 4 で、すべ

てのセンターは 2個以上のファンによってリンクされているこ

とがわかる。本稿ではこのような二部グラフ構造を抽出し、そ

れをウェブコミュニティとする。



3. 2 抽出アルゴリズム

定義 4の DBGを抽出するために、最初にシードページとし

て一つのセンターを選び、センター集合とする。そして、セン

ター集合のすべてのメンバーと連結可能なセンターを一つ探

し、DBGを拡張することを繰り返す。その手順は以下とおり

である。

（ 1） シードノード tを選び、T = {t}, S = ∅とする
（ 2） T のノードにリンクをしているノードの集合を S′ と

する

（ 3） S′がリンクしているすべてのノードから T のメンバー

を除いたものを T ′ とする

（ 4） t′ ∈ T ′ において、t′ が T のすべてのメンバーと連結

可能であるかを判定

（ a） 連結可能なら T = {t′}∪T、S = S ∪{連結子 }とし、
2.へ

（b） 連結可能でなければ他の t′ を選び 4.へ

（ 5） | S |> p、| T |> qならウェブコミュニティとし、ウェ

ブグラフから削除する

（ 6） ウェブグラフにノードが残っていれば 1.へ

本稿では DBGが抽出されたときその DBGを全体のグラフ

から取り除くことを行っているが、これは便宜のためであり深

い意味を持つことはない。また、Step. (4)で t′の選び方によっ

て抽出されるウェブコミュニティが変わる可能性がある。これ

に関する議論は今後の課題とする。

4. ウェブコミュニティの解析

4. 1 データセットと前処理

データセットとしては、我々のクローラ（注1）を用いて集め

たページを利用した。このウェブページは、日本語のペー

ジを保有する約 15 万のホストから、日本語のページのみを

深さ 2 までたどって集めたものである。日本語のページは、

chardet（注2）の pythonモジュールを使い、EUC-JP、ShiftJIS、

ISO-2022-JP(JIS) の文字を含むページとした。これによって

集まったページは約 235万、その中に含まれているリンクの数

は約 6129 万である。

このデータセットに前処理を行い、実験に用いるデータセッ

トを作成した。前処理は、リンクの中でデータセットに含まれ

るウェブページを向いていないリンクの削除、複製ページの削

除、有名あるいは無名なページの削除の 3 段階で構成されて

いる。

まず我々は、データセットをリンクのみで表現した。リンク

の表現には 32 ビットのハッシュ値を用いた。そして、このリ

ンクのうち、データセットの外側へのリンクを削除した。これ

によってリンクの数は約 1586万になった。

次に、データセットから複製ページを削除した。複製ページ

は次の条件を満たす２つのページとした。

（ 1） children(a) > 10, children(b) > 10

（注1）：Shim Crawler, thtp://www.logos.ic.i.u-tokyo.ac.jp/crawler/

（注2）：http://chardet.feedparser.org/

（ 2） 0.9 | children(b) |<=| children(a) |<= 1.1 | children(b) |,

0.9 | children(a) |<=| children(b) |<= 1.1 | children(a) |

（ 3） |children(a)∩children(b)|
|children(a)∪children(b)|

>= 0.9

ここで、children(a)は aがリンクしているページの集合で

ある。複製と判断された場合は aと bのどれかを削除し、削除

したページを参照しているページのリンクを複製ページに入れ

替えた。

最後に、アウトリンク数とインリンク数に閾値を設け、閾値

に達しないページを削除した。まず、アウトリンク数が３以

下のページを削除し、インリンク数が 50以上のページを削除

した。

複製ページの削除と枝狩りを行った結果、残ったウェブペー

ジの数は 145万、リンクの数は 509万となった。そして、ホス

トの数は約 37.4万であった。

4. 2 ウェブコミュニティ抽出の結果

本節では、提案手法により抽出されたウェブコミュニティつ

いて述べる。比較のために従来の PlusDBG(pth = 3, qth =

3, Dist = 0.8)を用いて抽出したウェブコミュニティの結果を併

記する。評価として、まず抽出されたウェブコミュニティのサ

イズについて述べ、次に ODPへの再現率を示す。そして、一

般的なドキュメントクラスタリングによく用いられる TF-IDF

空間上でのウェブコミュニティの分布について説明する。

4. 2. 1 ウェブコミュニティのサイズ

表 1 ウェブコミュニティ数とウェブコミュニティサイズの合計

抽出手法 ウェブコミュニティ数 サイズの合計 平均

PlusDBG(1.2) 7,527 923,100 122

PlusDBG(1.0) 8,077 922,053 114

PlusDBG(0.8) 22,902 865,945 37.8

提案手法 (N=2) 50,065 648,626 12.9

提案手法 (N=3) 45,027 568,939 12.6

提案手法 (N=4) 37,234 501,329 13.5

表 1に抽出されたウェブコミュニティの数とウェブコミュニ

ティとして含まれるウェブページの数を示す。表 1より、提案

手法では連結度の閾値を上げることにより抽出されるウェブコ

ミュニティの数は減るが、抽出されたコミュニティの平均サイ

ズはほとんど変化していないことがわかる。これは、提案手

法で抽出されたウェブコミュニティは連結度の閾値が上がれば

ウェブコミュニティでないと判定されるものの、コミュニティ

が分離されることは少ないからであると考えられる。一方で

PlusDBGでは距離量の閾値を小さくすればするほど、たくさ

んのウェブコミュニティが抽出され、またコミュニティの平均

サイズは小さくなった。これは、PlusDBGでは距離量を変化

させることにより、一つのウェブコミュニティが複数に分けら

れていると考えられる。この点は提案手法と PlusDBGの大き

な違いである。

そして、図 5 にウェブコミュニティのサイズの分布を示す。

ここでは比較とために、PlusDBG(0.8)を併記した。図 5では、

連結度を変化させてもコミュニティサイズの分布はあまり変化

しないことがわかる。また、PlusDBGと比較すると、我々の提



図 5 ウェブコミュニティのサイズの分布

案手法では抽出されなかった大きな二部グラフ (約 60万ノード)

が PlusDBGでは抽出されていて、比較的に小さい (10∼20) サ

イズのウェブコミュニティが我々の手法ではたくさん抽出され

ていることである。これは、図 2に示されたような、共参照さ

れていないセンターが PlusDBGではコミュニティとして抽出

されており、我々の手法では別々の小さなウェブコミュニティ

として抽出されているからであると考えられる。

以上のことより、本稿での提案手法は既存の手法よりコンパ

クトなウェブコミュニティを抽出していると言える。

4. 2. 2 ODP（注3）との比較

抽出されたウェブコミュニティの精度を評価するために、抽

出されたウェブコミュニティと Open Directory Project で作

成されたウェブディレクトリの比較を行った。ODPは、人手に

よって構成したウェブディレクトリをサービスするものである。

ウェブコミュニティの精度評価には、[8]で提案された手法を

用いる。この手法では、まず２つのウェブページ p、q に対し

て、次のような scoreを与える。

score(p, q) = 1, 同ディレクトリに存在 (1)

score(p, q) = 0, 違うディレクトリに存在 (2)

ここでは、ODPのツリー構造中深さM までのディレクトリ

が同じ場合、同ディレクトリに存在するとする。たとえばM = 2

のとき、ディレクトリ「Top/Arts/Movie/Film Archives」に存

在するウェブページと、「Top/Arts/Movie/Filmmaking」に存

在するウェブページは同じディレクトリの「Top/Arts/Movie」

にあるものとされ scoreは 1となる。ただし、ディレクトリ中の

「Top/World」と「Top/Regional」に関しては、深さ (M + 1)

までのディレクトリが同じ場合 scoreを１とする。

このような scoreを用いて、次のように精度を定義する。

（ 1） ウェブコミュニティC の中に、ODP に存在するウェ

ブページを OC とする

（ 2） | OC |< 3の場合は評価を行わない。

（注3）：Open Directory Project, http://dmoz.org/

（ 3） OC 中のページ r に対して、r のスコアを次のように

定義する。

Pscore(r) =

P

x∈(OC−r) score(r, x)

| OC − r | (3)

（ 4） これを用いて、Cの精度 P (C)を次のように定義する。

P (C) =

s

P

r∈OC Pscore(r)

| OC | (4)

Pscore はコミュニティの中で一つのウェブページと共通す

るディレクトリに含まれるウェブページの割合を表す。そして、

P は Pscoreの平均値と考えることができる。すなわち、P は

一つのウェブコミュニティの平均再現率と言うことができる。

本研究では、以上のような精度の定義を用いて、抽出された

ウェブコミュニティと ODPツリーの深さM = 2とM = 3と

の比較を行った。その結果を以下で述べる。

まず、データセット、PlusDBGによってウェブコミュニティ

のメンバーとして抽出されたウェブページ全体、提案手法に

よってウェブコミュニティのメンバーとして抽出されたウェブ

ページ全体それぞれと、ODPに同時に含まれたウェブページ

の数を表 2に示す（参考までに、ODPには約 438万のウェブ

ページが登録されている）。そして、ODPとウェブページを共

有しているウェブコミュニティのうち式 4の条件を満たし、評

価の対象としたウェブコミュニティの数と、表 2に表すウェブ

ページが含まれる ODP のディレクトリの数を表 3 と表 4 に

表す。

表 2から、提案手法は PlusDBGがウェブコミュニティとし

て抽出した ODP ページの約 55% をウェブコミュニティとし

て抽出していることがわかる。また、連結度の閾値が上がるに

表 2 ODP と共通しているウェブページの数

ウェブページ集合 ウェブページ数

データセット全体 29153

PlusDBG(0.8) 23,287

提案手法 (N=2) 12,406

提案手法 (N=3) 10,202

提案手法 (N=4) 8,560

表 3 表 2 を持つウェブコミュニティ数と ODP のディレクトリ数

(M = 2)

抽出手法 ウェブコミュニティ数 ODP ディレクトリ数

PlusDBG(0.8) 459 426

提案手法 (N=2) 4811 337

提案手法 (N=3) 4028 307

提案手法 (N=4) 3282 282

表 4 表 2 を持つウェブコミュニティ数と ODP のディレクトリ数

(M = 3)

抽出手法 ウェブコミュニティ数 ODP ディレクトリ数

PlusDBG(0.8) 459 1186

提案手法 (N=2) 4808 925

提案手法 (N=3) 4027 820

提案手法 (N=4) 3281 752



図 6 ウェブコミュニティの精度ごとのウェブコミュニティの割合

(M = 2)

図 7 ウェブコミュニティの精度ごとのウェブコミュニティの割合

(M = 3)

つれ、ODP と共有するウェブページの数が減っている。表 1

の結果を同時に考慮に入れると、提案手法が PlusDBGよりカ

バー率が小さいことに起因すると考えられる。

そして表 3と表 4より、提案手法では PlusDBGよりたくさ

んのコミュニティが ODPのページをメンバーとして含んでい

ることがわかる。図 5を考慮すると、これは提案手法によって

抽出されたウェブコミュニティがより小さいサイズで、それぞ

れのコミュニティの ODPのページが部分集合として入ってい

るからであると推測できる。

図 6と図 7に、ODPに対する抽出されたウェブコミュニティ

の再現率を表す。図 6は ODPツリーの深さM を 2、図 7は 3

としたときの再現率である。それぞれのグラフの横軸は再現率

の閾値で、縦軸にはその閾値以上の再現率を持つウェブコミュ

ニティの割合である。

図 6 と図 7 でわかるように、提案手法が PlusDBG より良

い精度を見せている。これは、提案手法で抽出されたウェブコ

ミュニティが、PlusDBG より少ない ODP のウェブページを

含んでおり、また一つのウェブコミュニティに含まれるウェブ

ページは、ODP による分類に基づき、提案手法が PlusDBG

より似ているジャンルのページを同じウェブコミュニティとし

て抽出しているからと考えられる。また、どのグラフにおいて

も連結度の変化による再現率の大きな変化は見られなかった。

ウェブコミュニティのサイズのことまで考えると、個々のウェ

ブコミュニティの性質に対する連結度の寄与度は大きくないと

言える。

4. 2. 3 TF-IDF空間上での分布

次に、一般的なドキュメントクラスタリングによく用いられ

る TF-IDF空間におけるウェブコミュニティの性質について述

べる。TF-IDF はドキュメントをベクトルとして表す手法で、

その表現方法にはさまざまなものがあるが、本研究では以下の

定義を用いた。

TF − IDF (term) = ∥TF∥ × log(IDF ) (5)

この実験のために、まず単語ベクトルですべてのページを

表した。そのときにパーサとして MeCab（注4）を用いた。次に、

各単語の IDFを調べ、全体のウェブページ中 90%以上、ある

いは 0.1%以下に出現する単語を削除し、上記の TF-IDFで各

ウェブページを表した。次に、各ウェブコミュニティの重心を

求め、TF-IDF空間上でウェブコミュニティのメンバーから重

心までの距離の平均、そしてその距離の分散を計算した。

以上のことを用いて提案手法 (N=2)によって抽出されたウェ

ブコミュニティの分布とPlusDBG(0.8)、PlusDBG(1.0)によっ

て抽出されたウェブコミュニティを TF-IDF空間上で比較した

結果を図 8と図 9に表す。

図 8 TF-IDF 空間上で重心までの平均距離の分布

まず図 8に、各ウェブコミュニティにおける重心とメンバー

との距離の平均値を表す。このグラフでは横軸が距離の平均の

閾値を表し、縦軸はその閾値より小さい距離の平均を持つウェ

ブコミュニティの割合を表す。便宜上、距離の平均がが 0.30以

上となるものは省略した。この結果より、若干ではあるが提案

手法が既存の手法より重心に近いウェブページ群をウェブコ

ミュニティとして抽出する傾向があることがわかる。

そして、図 9に、各ウェブコミュニティにおける重心とメン

（注4）：MeCab, http://mecab.sourceforge.jp/



図 9 TF-IDF 空間上で重心までの距離の分散の分布

バーとの距離の分散を表す。このグラフでは横軸が距離の分散

の閾値を表し、縦軸はその閾値より小さい距離の分散を持つ

ウェブコミュニティの割合を表す。この実験からもわかるよう

に、提案手法は既存手法より一様に重心に近いウェブページ群

をコミュニティとして抽出することがわかる。

5. 終 わ り に

本論文では、ウェブコミュニティの精度を向上させることを

目的とし、従来の二部グラフ抽出手法の改良を行った。本論文

では、センター同士は必ず複数のファンによって結ばれるよう

な密な二部グラフをウェブコミュニティとして提案し、その抽

出アルゴリズムを述べた。そして提案手法と従来の PlusDBG

を用いてウェブコミュニティを抽出し、その性質を比較した。

その結果、本論文で提案したウェブコミュニティは PlusDBG

よりコンパクトで、ODPとの比較をしたとき PlusDBGより

良い精度を見せることができた。また、TF-IDF空間上におけ

るウェブコミュニティメンバーの分布を調べることより、抽出

されたウェブコミュニティが単語空間で以前の研究より意味も

持つことを示した。

今後の課題としては、3.で述べたウェブコミュニティアルゴ

リズムの途中、新しい tを追加する順序を考えることが挙げら

れる。それは、抽出される DBG の構造は t に依存するため、

一意的に定まらないからである。

そして、抽出されたウェブコミュニティを単語空間上でのク

ラスタリングに活用することが考えられる。単語を用いた一般

的なクラスタリングでは、単語空間上に固まっているものを一

つのクラスタとみなすことが多いが、ウェブページの場合その

数から来る計算量の限界から単語ベクトルをそのまま扱えな

い問題点がある。しかし本研究で示したようにウェブコミュニ

ティは単語空間上でも意味を持つため、これを利用することで

計算量の問題の解決に近づくことができると考えられる。

本論文で提案した手法の一つの応用例としては、本稿で提案

した手法を用いて抽出されたウェブコミュニティ中、高い精度

を見せるウェブコミュニティに対して、ODP など人手によっ

て構成されたウェブディレクトリに存在しないウェブページを

そのウェブディレクトリの一つとして提案することが考えられ

る。それは高い精度のウェブコミュニティのメンバーは、同じ

ウェブディレクトリに入る可能性が他のディレクトリより高い

と思われるからである。
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