
                                                          
 

 

Web検索のランキング精度向上のための 
ソーシャルブックマークの利用 
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あらまし  ソーシャルブックマークは，Web利用者がブラウジング中に興味や関心を持ったページを共有，分類
そして発見することを支援するWebサービスである．ソーシャルブックマークにおいて，あるページをブックマー
クしたユーザの数は，しばしばそのページの人気度として利用される．一方，Page らによる PageRank は，コンテ
ンツ製作者が記述したページ間のリンク構造をマクロ的に分析することで，各ページの重要度を算出する．本稿で

はこれら 2つの尺度を統合した，Web検索の精度を向上させるための新しいランキング手法を検討する．まずソー
シャルブックマークおよび PageRank の特性を分析することによって得られた結果を示し，それらの結果ついて議
論する．さらに，この結果に対応して，2 つの尺度を統合する複合型ランキング手法を提案し，また実験によって
試験的な評価を行う． 
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Abstract  Social bookmarking is an emergent Web service that helps users share, classify and discover interesting Web 
pages. In social bookmarking systems the popularity of each Web page is usually calculated by a total number of its bookmarks, 
that is, by the sum of explicit evaluations made by users. On the other hand, PageRank measures the attention and interest of 
authors in pages using the link structure of the Web. This paper describes a hybrid page ranking approach based on PageRank 
and social bookmarks for improving the precision of Web search. First, we present and discuss several observations that were 
made by comparing social bookmarks and PageRank values. Next we demonstrate our method for hybrid Web search that 
combines both ranking measures. 
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1. はじめに  

90 年代の中頃，  Yahoo!などが Web ディレクトリサ
ービスの提供を開始した．このサービスは，Web を整
理しユーザにとってよりアクセスしやすいものにする

ことを目的とした最初の取り組みであった．しかし，  
Web の規模の急速な拡大と多様化するユーザの情報要
求に対して，Web ディレクトリというサービス形態は
スケーラビリティに欠けていた．そのため，  Web か
ら必要な情報を見つけ出す手段としては，徐々に主流

では無くなっていった．  
90 年代終盤には，  Google と PageRank[14]に代表さ

れる，ページ間のリンク構造を基にしたランキングア

ルゴリズムを利用した，新しいタイプのロボット型

Web 検索エンジンが出現した．  Google の Web 検索エ

ンジンとしての成功もあり，PageRank はページの人気
を推定するにあたって，最も有名な手法となった．  
PageRank は Web の膨大なリンク構造の特性を利用し
てページの品質を推定するものであるが，その際，あ

るページ A から他のページ B へのリンクを，ページ A
からページ B への投票と見なしている．これは暗黙的
に，リンクに人間の何らかの意図が含まれていること

を前提としている．この前提は 90 年代の Web の環境
に上手く適合したため，PageRank は Web を組織化し
人気度を測る尺度として成功したといえる．  
近年増加してきた blog や wiki といった形態をとる

Web サイトでは，その品質に関わらず，アプリケーシ
ョンによって自動的に生成された多数のリンクでサイ

ト同士が密に結び付いている場合が多い．しかし，こ

 



 

のようなリンクの多くは人の意思を反映しているとは

言いがたく，PageRank が上手く働く前提に合致しない．
さらに spam trackback や，splog というスパム行為目的
で自動作成された blog サイトなどの登場により，Web
のリンク構造によってページの重要性を決定するアル

ゴリズムの有用性は脅かされている．リンク構造分析

のアプローチは有用性をまだ失ったわけではないが，

我々は Web のリンク構造を基にしたアルゴリズムに
対して，何か他の補完的な尺度が必要であると考えて

いる．  
一方，近年ソーシャルブックマークに対する注目が

高まっている．これはユーザに有用なページを分類し，

共有し，また発見することを支援する Web サービスで
ある．del.icio.us (http://del.icio.us)は 2003 年にサービ
ス提供を開始した最初のソーシャルブックマークであ

り，そのユーザ数は現在最も多い．その後 del.icio.us
が CGM(Consumer Generated Media)として成功を収め
たのを受けて，今日では多様なソーシャルブックマー

クが利用可能となっている．そのユーザ層も，初期は

Web 関連の技術に関心があるユーザが中心だったのに
比べ，音楽やスポーツ，政治といった方面へ関心を持

つ一般的なユーザへも広がりつつある．  
基本的に個人で使用することを前提とした Web ブ

ラウザのブックマークと違い，ソーシャルブックマー

クはユーザによるブックマークという行為が，他のユ

ーザに伝播し，社会的な働きをするよう設計されてい

る．その具体例として，多数のユーザが最近ブックマ

ークしたページを知らせる機能や，ユーザのブックマ

ークの更新情報を購読する機能などがある．これらの

機能を利用することで，有用なページは多くのユーザ

の注意を惹き，最終的に広く認知されるようになって

いる．   
ソーシャルブックマークにおいて，ページの人気度

はしばしば，そのページをブックマークしたユーザの

数をもって測られる．これ以降，本稿ではこの数を

SBRank値と表記する．ここで PageRankと SBRankは，
一種のページの有用性を測るための尺度といえるが，

評価のされ方に大きな違いがある．直感的には，我々

が Web のユーザを大まかにコンテンツ作成者とコン
テンツ消費者に分けたとき，  PageRank は「コンテン
ツ作成者によるコンテンツへの評価」といえる．一方

で，SBRank は「コンテンツ消費者によるコンテンツ
への評価」と見なすことが出来るだろう．   
そこで本稿では，まず PageRank と SBRank の間の比

較分析を行う．この調査の目的は 2 つの評価尺度を使
用した複合型 Web 検索の可能性を模索することであ
る．  また，SBRank と PageRank を統合したランキン
グにより，元の検索結果のランキング結果を向上させ

る方法を提案し，予備実験によってその評価を行う．  
本稿の以降の構成は以下のとおりである．2 章では

過去の関連する研究について概観する．3 章では我々
が PageRankと SBRankに対して行った分析の結果を示
し，またそれらについて議論する．4 章では我々が提
案する SBRankと PageRankを統合したランキング算出
アルゴリズムを解説する．5 章では，提案手法の有効
性を測るための予備的な実験について述べる．最後に，

6 章では本稿の結論を述べると共に，この研究分野の
今後の課題について概観する．  

2. 関連研究  
ソーシャルブックマークにまつわる研究の起源は，

Keller らによる Web ブラウザのブックマークの機能を
協調的なアプローチで向上させる取り組み [7]まで遡
る．最近では，Bry と Wagner が関連する研究 [2]を行
っている．   
しかし，すでにいくつかの議論や分析が行われてい

る [5,11,12,15,17,18]ものの，ソーシャルブックマーク
自体が比較的新しい取り組みであることもあり，まだ

十分に研究されているとは言えない．今までに行われ

た研究は主に， folksonomy という，情報を整理するた
めの新しい分類方法に着目している [12,15,17,18]．Lei
ら は HACM(Hierarchy-clustering model) を 用 い た

folksonomy の階層的概念モデル [18]を提案し，その論
文の中で，”ソーシャルブックマークで用いられるタグ
の間にある種の階層関係が認められた ”と報告してい
る．我々の研究と密接に関係するのは，  Golder と
Huberman による，ソーシャルブックマークにおけるユ
ーザ行動，タグの使用頻度などの規則性に関する報告

[5]である．彼らはユーザが使用するタグの種類に着目
し，タグを，機能に応じて 7 つのカテゴリに分類した．
我々の研究と同じく，この分析は del.icio.us のシステ
ムに対して行われた．また，最近は Marlow らが，従
来の階層型分類に対するタグによる分類の利点につい

ての議論 [11]をしている．  Wu らは，ソーシャルブッ
クマークを例に，アノテーションが付加された Web 上
のリソースに対する意味的な検索モデル [16]を提案し
た．しかしこれまでの研究では，リンク構造とソーシ

ャルブックマークの尺度の比較分析も，それらを組み

合わせるという検討もなされていない．  
メタサーチエンジン [4,9,10,13]は，我々の取り組み

と密接に関係している．Web 上では今までに多くのメ
タサーチエンジンが実用化されてきた．メタサーチエ

ンジンは複数の情報ソースを利用することによって

Web 全体に対する再現率を向上させるとともにより新
しい情報を提供可能とするものである．しかし，リン

ク構造とソーシャルブックマークからなる統合ランキ

ング尺度に関してはまだ取り組まれていない．これは

 



 

Web のリンク解析によるランキングとソーシャルブッ
クマークの情報が異なる特性をもつことと，それらの

比較的な分析がなされていないことが理由だと思われ

る．  本稿は，PageRank と SBRank を統合することの
可能性を綿密に調査し，この隔たりを埋め，より効果

的な Web 検索に応用することを検討するものである． 

3. 比較分析  
SBRank と PageRank を統合するランキング手法の検

討にあたり，各手法の実態について分析を行う．まず

SBRank と PageRank の分布を中心に，それら単独での
基本特性について分析する．また両尺度の相関関係に

ついて調べることで，補完の可能性について議論する．

そして時間的な特性についても分析し，特に即時性の

面で SBRankが PageRankを補完する可能性について議
論する．各分析について，その結果を示した上でその

分析結果のまとめを行う．  

3.1. データセットの特性  
我々はデータセットの拠り所として del.icio.us とい

う，現時点で最もユーザ数が多いソーシャルブックマ

ークを選択し，2006年 12月 6日にデータを取得した．
以下にその方法を示す．  
ソーシャルブックマークでは，多数のユーザがブッ

クマークする際に用いるタグ (tag)という，分類用の短
いキーワードによって，ページの分類が行われる．あ

るページのブックマークに用いられたタグの使用回数

の割合は，ページの SBRank 値が増加するに従って収
束する傾向にある [5]．そのため，ある程度の SBRank
値に到達した時点で，使用回数が多くなっていた上位

数個のタグがそのページに対する分類結果といってよ

い．del.icio.us では，このようなタグをクエリとし，
そのタグで分類されたページを検索する機能がある．   
また del.icio.us では Popular tags という，ユーザが最

近 使 用 す る 頻 度 が 高 い タ グ の 集 合 を

(http://del.icio.us/tag/)から取得可能である．この機能を
使用して，まず我々は 135 種のタグの集合を取得した
（付録参照）．一方，あるタグ A について，その時点
で 人 気 の あ る ペ ー ジ の URL は  
(http://del.icio.us/A/popular)から最大 20 件取得できる．
そこで，高頻度で利用されているこの 135 種のタグそ
れぞれについて，人気のあるページを取得し，  2,673
件を収集した．収集したページ情報はそれぞれ  [Tag，
URL，firstDate，SBRank 値 ]という属性をもつ．ただし，
firstDate はその URL が del.icio.us で最初にブックマー
クされた日時を示す．また，SBRank 値は与えられた
URL を ブ ッ ク マ ー ク し た ユ ー ザ の 数 で あ る ．  
del.icio.us の仕様上，あるページが 2 つ以上のタグに
おいて人気のあるページと判定される場合がある．そ

こで，同じ URL はひとつを残して削除することで重複

を解消した．最終的に 1,290 のユニークな URL と，そ
れぞれに対応する属性をデータセットとして得た．  
次に，我々は Google 検索エンジンを利用することで

各 URL の PageRank 値を取得した．  PageRank 値は 0
から 10 までの整数値で表現されるもので，0 の場合は
そのページが最も低い PageRank 値で評価されている
ことを意味する．なお，  Google API は自動的に
PageRank 値を取得する方法を提供していないので，
我々はこれを Google ツールバーを利用して手動で収
集した．Google ツールバーとはブラウザ専用のツール
バーのことであり，現在アクセスしているページの

PageRank 値を表示する機能をもつ．  

3.2. PageRank 値および SBRank 値の分布の特徴  
図 1 はデータセットにおける PageRank 値の分布で

ある．ここで，半数を超える (56.1%)ページについて
PageRank 値は 0 であることが判明した．  Google が検
索結果のランキングを決定する際の主な要因がページ

の PageRank 値である以上，これらのページは検索結
果の下位に表示され，見つけ出すのが困難である．し

かし興味深いことに，多くの del.icio.us ユーザはこれ
らのページの品質が高いと判断し，ブックマークして

いる．このことは，通常の Web サーチエンジン以外の
情報源，おそらくはソーシャルブックマークのシステ

ム内の相互作用によって発見されたと推測できる．  
これらのページに現れる SBRank値と PageRank値と

のギャップついてはおよそ 3 つの原因があると考える． 
・ ペ ー ジ が 作 成 さ れ て か ら 日 が 浅 く ， ま だ

PageRank によって評価されていない  (このよ
うな場合，Google ツールバーでは， PageRank
は 0 と表示される ) 

・ ページが比較的最近作成されたため，少数の

inbound link しか持たない  
・ ページが作成されてから十分に時間が経過し

ているにもかかわらず，PageRank が信頼できる
評価を下せていない  
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図  1 PageRank 値の分布  
 
図 2 は SBRank 値の分布である．一部のページ (上位

10%)が数千人と非常に多くのユーザからブックマー
クされている一方で，残りは比較的少数のユーザがブ

ックマークしているというロングテールの特徴がある．

この特徴に対応し，グラフの読み取りやすさを考慮し

て，縦軸の SBRank 値については対数表現とした．な
お，SBRank 値の中央値が 144 であるのに対して平均
は 1115 であった．この偏りは”検索エンジンにおいて
上位にランキングされることが多いページは人の目に

触れられることが多く，その結果としてさらに参照さ

れること機会が多くなるため，その順位を保持し続け

る傾向がある ”という Cho らによる報告 [3]と関係する． 
 

1

10

100

1000

10000

100000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Page

S
B
R
an
k

 

図  2 SBRank 値の分布  
 

3.3. PageRank 値と SBRank 値との間の相関  
図 3は各ページの PageRank値と SBRank値をプロッ

トしたものである．この図は，PageRank 値と SBRank
値の関係を提示している．この図からは， それぞれの
PageRank 値で SBRank 値の値域が重なる部分が大きい
ことと，  PageRank 値が大きくなるにつれて SBRank
値も大きくなる傾向が見て取れる．これと関連してデ

ータセット中の SBRank値と PageRank値の相関係数を

求めたところ，ある程度の正の相関  (r=0.53)を観測し
た．SBRank 値と PageRank 値の相関がそれほど高くな
く，どちらかが他方に従属するというわけではないた

め，SBRank と PageRank はお互いに補完できる可能性
を秘めているといえる．  

1

10

100

1000

10000

100000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PageRank

S
B
R
an
k

 

図  3 PageRank 値と SBRank 値の散布図  
 

3.4. 時間軸による分析  
図 4 は各ページが del.icio.us で初めてブックマーク

された日付 (firstDate)を古い順に並べたものである．こ
の図から，約半分のページは最初に del.icio.us でブッ
クマークされてから 3 ヶ月以内である，ということが
わかる．このことから，ソーシャルブックマークのユ

ーザは新しく新鮮なページを好む傾向があると推測で

きる．この結果は，ソーシャルブックマークユーザー

の典型的な振る舞いとして興味深い．  
図 5 はデータセットのうち PageRank 値が 0 である

ページに限ってプロットしたものである．図 5 は図 4
と比べて，プロットされた点が実験日から見て最近の

日付に非常に偏っている．つまり，  PageRank 値が 0
と評価されたページの多くは，最近初めてブックマー

クされたページでもあるといえる．この結果により，  
Golder と Huberman による”del.icio.us で過去にブック
マークされたページにおいて，その半数を超えるペー

ジは，最初にブックマークされた日から最初の 10 日以
内に人気度がピークに達する ”という報告 [5]を追認す
ることが出来た．一般に，この結果は SBRank がリン
ク構造を基にしたランキングアルゴリズムよりも有用

な側面を示している．例えば，リンク構造に基づいた

ページランキングのアプローチは fresh information 
retrieval の観点から見て効果的とはいえない．これは，
あるページが一定の inbound-link を獲得するのに比較
的長い時間を必要とするからである．結論として，新

しいページは，たとえその品質が非常に高かったとし

ても一般的な検索エンジンで探し出すことは非常に難

しくなる．これもまた，Baeza-Yates らによる，”チリ
の Web サイトにおいて，それが公開されてから経過し

 



 

た時間の長さは PageRank 値と高い相関がある”という
報告 [1]を間接的に追認したことになる．そしてこれは，
そのページに対する他のページからのリンク数の成長

速度 [1]と比べて，非常に短い．そのため，リンク構造
による重要度とブックマーク人気度の組み合わせは，

現時点では最適な戦略であると思われる．  
図 6 は横軸に firstDate，縦軸に PageRank 値をとった

散布図である．この図は，ページが最初にブックマー

クされた時期と，そのページの PageRank 値との関係
を提示している．この図から，最初にブックマークさ

れてから時間が経過しているページは PageRank 値が
高く，初めてブックマークされてから日が浅いページ

は PageRank 値が低い，という傾向がわかる．これに
関連して firstDate と PageRank 値の間の相関係数を調
べたところ，高い負の相関 (r=-0.85)を観測した．   
本節の分析結果から，SBRank は PageRank に比べて，

ページに対する一定の評価が定まるのに必要な時間が

短いという点で勝っているといえる．また，PageRank
を SBRank で補完することは，PageRank の精度だけで
なくその即時性も強化できる可能性を秘めているとい

える．  
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図  4 各ページの firstDate の分布  
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図  5 各ページの firstDate の分布  

(PageRank 値が 0 のページのみを抽出 ) 
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図  6 firstDate と PageRank 値の散布図  
 

3.5. 比較分析のまとめ 
ここでは，上記の比較分析によって得られた結果と，

それに基づく我々の推測について列挙する．  
・ del.icio.us のユーザは検索エンジン以外の情報

源からブックマークしたページを発見してい

る可能性が認められたことから，ソーシャルブ

ックマークには，検索エンジンでは発見するの

が困難であるものの，重要なページが含まれて

いる可能性がある  
・ SBRank 値と PageRank 値の間にある程度の正の

相 関 が 認 め ら れ た こ と か ら ，  SBRank が

PageRank を補完することで Web 検索における
ランキング精度を向上できる可能性を秘めて

いると考えられる  
・ firstDate の日付が古いほど PageRank 値が高い

という関係が認められたことから， SBRank は
PageRank の即時性を強化できる可能性がある
と考えられる  

4. PageRank と SBRank を統合した検索  
本章では，両ランキング尺度を組み合わせた統合型

Web 検索手法の将来性を調査する．まず，統合したラ
ンキング尺度を求めるにあたって次の式を利用する．  

PageRankSBRank *)1( αα −+∗   (1) 

実際のランキングは，任意の検索クエリに対する

Google の検索結果に対して，個々のページの SBRank
値と PageRank 値を基にして行う．具体的には個々の
ページの SBRank 値と PageRank 値に対して式 (1)を適
用し，得られた値が大きい順に並べたものが新たな検

索結果のランキングである．  
式 (1)を適用するに先立って，SBRank 値と PageRank

値は正規化する必要がある．そこで，各ページの

SBRank値と PageRank値は ,それぞれ検索結果における
最も大きい値で除算し，最大値が 1 になるように正規
化する．  なお，Google が検索結果のランキングを決

 



 

定する際には，PageRank 以外にも色々な尺度を用いて
いると予想されるが，本稿では評価のために，ランキ

ングに影響するのは PageRank のみであると見なし，
単純化する．  
この手法を評価するために我々は  “graphic design”, 

“gardening”, “java”, “apple”という 4 つの検索クエリを
用意した．これらの検索クエリは主に [6]で用いられて
いるものから抜粋したものである．次に，それぞれの

検索クエリについて，Google 検索エンジンから上位 50
件の URL を取得した．さらに，検索結果の各ページに
アクセスすることで検索クエリに対するページの関連

性 (relevance)を手作業で判定した．なお，検索エンジ
ンのランキングが，関連性を判定するユーザに与える

心理的影響を回避するため，前もって検索結果のリス

トを無作為に並び替えた，   
次に，式 (1)を適用した際，αの値を変化させたとき

に検索結果が上位 k 件 (k={10,20,30,40,50})において再
現率 -適合率曲線がどのように変化するのかを調査し
た  (図 7 から図 10) ．なお，この実験は検索クエリに
関連性があるページを手動で判定するのに作業量的な

限界があることから，解ページが検索結果の上位 50
件に全て含まれていると仮定している．k=50 で全ての
再現率 -適合率曲線の再現率 (Recall)が 1 に収束してい
るのはそのためである．  
観測した結果のうち最も高い再現率と適合率を示

したのは，クエリ”graphic design”においてαを 1 に設
定した場合であった (図 7)．このクエリでは， k=20,30
においては，αの値に比例して再現率と適合率が高く

なるという特性を示した．  
一方，”java”というクエリでは，特に k=10 のときに

低い再現率と適合率を観測した (図 8)．我々はこの結果
の理由は基となる検索結果の適合率が低かったためだ

と考えられる．事実，k=10，α=1.0(SBRank 値のみ )の
組み合わせにおける検索結果は， Java ではなく
JavaScript に関するページが相当数含まれていた．明
らかに，両者はまったく異なる技術であり，JavaScript
に関するページはクエリに適合しない．しかし，

JavaScript に関するページはソーシャルブックマーク
においてしばしば多くのブックマークを集める．よっ

て式 (1)より，高いαの値に押し上げられる形でこれら
ページが上位にランキングされる結果となった．   
図 11 はすべてのクエリの平均をとったものである．

この図から，我々の手法は k=30 においてよい性能を
示す傾向があることがわかる．一方で，k>30 の場合に
おいては SBRank 値のみの場合の方が良い結果が出る
ことが分かった．それでもなお，Web 全体に対してブ
ックマークされたページは比較的少ないことを考慮す

ると，この統合型ランキングの方針は最適であると考

える．  
今回の実験では，ページに関連付けられたタグは考

慮しなかった．この情報を考慮することは今後の課題

である．Haveliwala による Topic-Sensitive PageRank[6]
は，ページの重要性をトピックごとに測定することで

通常の PageRank よりも良い性能を出すことに成功し
ている．そして，これに類似したアプローチはソーシ

ャルブックマークにも適用できると考える．このアプ

ローチの技術的に困難な点は，基となるトピックをど

こから取得するか，ということにある．Topic-Sensitive 
PageRank ではページのトピックを決定するために，
Open Directory Project (ODP) (http://dmoz.org/)という，
ボランティアベースの Web ディレクトリサービスを
間接的に利用している．これと同じように，例えば

ODP の代わりにソーシャルブックマークのタグを使
うことは考えられる．より適切な SBRank 値の算出に
は，HITS[8]的なアプローチが有効であると思われる． 

Query "graphic design" k={10,20,30,40,50} (left to right)
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図  7 クエリ  “graphic design”における再現

率 -適合率曲線  

Query "java" k={10,20,30,40,50} (left to right)
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図  8 クエリ  “java”における再現率 -適合率

曲線  
 

 



 

Query "apple" k={10,20,30,40,50} (left to right)
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図  9 クエリ  “apple”における再現率 -適合率

曲線  

Query "gardening" k={10,20,30,40,50} (left to right)
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図  10 クエリ  “gardening”における再現率 -

適合率曲線   
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図  11 クエリ  “graphic design”，  “java”，  

“apple”および“gardening”の平均適合率・再現
率曲線  

 

5. まとめ  
ソーシャルブックマークは Web 2.0 の基盤のひとつ

である．既存の Web 検索を補完するためにソーシャル

レコメンデーションを利用するアプローチは，ページ

の品質が実際の人間のブックマークという行為を通し

て担保されていることから，信頼性を増すものだと考

えられる．本稿では，リンク構造分析によるランキン

グとソーシャルブックマークを統合することの可能性

について分析および実験を行い，統合により性能が向

上することを確かめた．   
SBRank と PageRank の比較分析の結果，両者はある

程度の相関関係を持つことが判明した．そして，

SBRank は PageRank よりも即時性に優れている可能性
があることが分かった．また，PageRank 値の時間的な
側面に言及する過去の研究 [1][5]の追認をすることが
できた．以上のことから，統合型 Web 検索は有効であ
る可能性が高いという考察が得られた．次に，単純な

SBRank 値と値を重み付けした上で合成という予備実
験を通じて，SBRank と PageRank を統合するアプロー
チが有望であることを確認した．  
我々は今後，異なるデータセットを使った大規模な

実験を行うことを計画している．また，ページのより

効果的なランキング修正のために，より複雑なアルゴ

リズムについて検討する予定である．  
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