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あらまし 現在，計算機のファイルシステムに格納されているファイル数が増大し，人手での管理が困難になってい

る．これに対するアプローチとして，デスクトップサーチなどの研究が行われているが，本論文ではこれとは異なる

アプローチとして，大規模ディレクトリ構造の視覚化に取り組む．ディレクトリ構造をディスプレイ上に配置する手

法は数多く提案されているが，内容更新が行われると，一般にその配置構造が大幅に影響を受ける．そのためブラウ

ジングする際に，以前の記憶を頼りにすることが困難となる．本論文では，ディレクトリ構造をそのまま視覚化する

のではなく，ディレクトリ構造に内在する安定した論理構造を抽出する手法を提案し，それをディレクトリ構造の視

覚化に応用する．
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Abstract The current rapid increase of the files stored in computer file systems makes it difficult for us to manage the files

in a manual fashion. To approach the problem, researches on effective solutions, including desktop search technologies, have

been conducted. This paper approaches the problem by developing a method to visualize large directory structures. So far,

many methods for visualizing directory structures have been proposed, but their file arrangements on the screen suffer sharp

fluctuations if the underlying directory structure is changed. Therefore, it is difficult for us to rely on the past experiences in

their browsing. This paper proposes a method that extracts stable structures from the raw directory structures and applies the

method to the construction of stable visualization of directory structures.
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1. は じ め に

現在，計算機のファイルシステムに格納されているファイル

数が増大し，人手での管理が困難になっている．これに対する

アプローチとして，デスクトップサーチなどの研究が行われて

いるが，本論文ではこれとは異なるアプローチとして，大規模

ディレクトリ構造の視覚化に取り組む．ディレクトリ構造をディ

スプレイ上に配置する手法は数多く提案されているが，ディレ

クトリ構造をそのまま視覚化すると，ディレクトリの移動など

の内容更新が行われた場合に，一般にその配置構造が大幅に影

響を受ける．そのためブラウジングする際に，以前の記憶を頼

りにすることが困難となる．本論文では，ディレクトリ構造を

そのまま視覚化するのではなく，ディレクトリ構造に内在する

安定した論理構造を抽出する手法を提案し，それをディレクト

リ構造の視覚化に応用する．

本研究は，我々のコミュニティ情報空間ガバナンスプロジェ

クトの一環で行われるものである．このプロジェクトについて

は本研究の動機を説明するために後述するが，本論文の内容は

一般性があり，このプロジェクトに特化したものではない．

本論文の構成は次の通りである．まず，2章で我々が取り組

んでいるコミュニティ情報空間ガバナンスプロジェクトについ

て説明する．3章で，大規模ディレクトリ構造視覚化のための

論理構造抽出手法について提案する．4章で予備実験の結果を

示す．5章で関連研究を説明する．6章はまとめと今後の課題

である．

2. コミュニティ情報空間ガバナンスプロジェクト

現在，我々が進めているコミュニティ情報空間ガバナンス

(Governance of Community Information Spaces)プロジェクトで

は，各クライアント PCやファイルサーバに格納されている多

量のファイル群の管理を行うシステム (InfoSpace Governor)を

開発している．

本システムの第一の特徴は，個々のファイルシステムではな

く，コミュニティ情報空間 (Community Information Spaces, CIS)

と呼ぶ複数のファイルシステム群を含む空間を管理の範囲とし

ていることである．図 1はある大学の研究室における CISの例

である．一般に，CISには複数の計算機が含まれており，それ

ぞれが情報を分散して管理している．例えば，この研究室で行

われているプロジェクトに関連する情報は，ファイルサーバと

参加メンバの PCに分散されて管理されている．それらに管理

されている情報は，お互い関連しているものの，それらはシス

テムレベルでは明示的には関連づけられていない．例えば，そ

のプロジェクトに関連するあるファイルの最新バージョンはど

れか，といった情報や，そのファイルが参照するファイルはど

れか，といった情報をシステムはもっていない．したがって，

これらの問にシステムが答えることは出来ない．ネットワーク

を通じてこれらの情報源が物理的には接続されているにもかか

わらず，先に述べたような関連のレベルでは実は接続されてい

ないのである．

本システムの第二の特徴は，これらの関連を明示的に表すメ

図 1 インフォメーションスペースの例

Fig. 1 Example of Community Information Space

図 2 InfoSpace Governorのアーキテクチャ

Fig. 2 Architecture of InfoSpace Governor

図 3 InfoSpace Mapsのプロトタイプのスナップショット

Fig. 3 A screen snapshot of InfoSpace Maps

タデータを保持することにより，情報空間の統治を行う事であ

る．具体的には，今説明したような情報資源間の関連を明示

的に保持するための InfoSpace Serverと呼ぶメタデータデータ

ベースを利用し，コミュニティ情報空間の管理を行う (図 2)．

また，InfoSpace Mapsと呼ぶ視覚化ツールを用意し，管理して

いる情報空間の情報を表示する．直観的には，これは管理下に

あるファイルシステムが持つディレクトリ構造と，先に説明し

たようなファイル間の関連を視覚化したものである (図 3)．利

用者は，InfoSpace Mapsのブラウジング機能を用いて，コミュ

ニティ情報空間をブラウジングすることが出来る．InfoSpace

Mapsは，Google Maps [1]等の地図ブラウザのアナロジで設計

されたもので，ファイルやディレクトリを表すノードが配置さ

れた空間をマウスで移動する．そこでは，上下左右のスクロー

ルやマウスホイールによるズーミング，ズームレベルに応じた

ラベルの表示などが実現されている．

2. 1 問 題

コミュニティ情報空間に含まれるディレクトリ構造を視覚化



する際，最も単純な方法は，ディレクトリ構造にしたがってファ

イル群の配置を決定することである．しかし，このアプローチ

では，ディレクトリのコピーや新たなディレクトリの追加の際

に大幅な再配置が必要になる事がある．これは，ブラウジング

のための視覚化ツールという観点からは望ましくない．なぜな

ら，以前にブラウジングを行った経験を生かすことが出来ず，

記憶を手がかりに出来ないからである．そこで，より安定した

構造をベースにファイル群を配置することが望まれる．そうす

れば，以前利用したファイルの発見や，内容の変化に気付きや

すくなると考えられる．

3. 提 案 手 法

3. 1 概 要

我々は，ディレクトリ空間を表現する安定した構造を発見す

るため，ディレクトリ構造とその構造に含まれている論理構造

の関係に着目した．一般に，ディレクトリ構造 (図 5)はそこに

含まれるファイル間の論理構造 (図 6)をある程度反映してい

る．例えば，Projectsの下にWISHと SMARTがあることから，

WISHと SMARTというプロジェクトが存在することが分かる．

現実のディレクトリ構造の特徴は，これらの論理構造を素直

に反映していないことである．その理由は様々なものが考えら

れる．まず，ディスク容量を節約したり，コピーファイルの管

理の手間をかけないようにするため，同じファイルのコピーを

出来るだけ持たないようにしている，ということが考えられる．

例えば，図 6の論理構造における Projects, Member, Conf, Year

などは論理的には任意の組合せが可能であるため，全ての組合

せでディレクトリ構造を作ると図 4のようになってしまうが，

そのためには同じファイルのコピーを多数作る必要がある．し

たがって，現実には図 5のように全ての組合せを持つような

ディレクトリ構造は作成されない．他にも，よく使うファイル

はルートからの距離ができるだけ浅いディレクトリに保存した

いため，本来あるべき場所から外れたところにディレクトリや

ファイルを作成することや，単にメンテナンスが不行届きであ

るという理由等によって，ディレクトリ構造は変更されやすい

アドホックな構造になる傾向にある．

本論文で提案する手法のアイデアは，図 5のようなディレク

トリ構造から図 6のような論理構造を抽出することである．抽

出された論理構造は，実際のディレクトリ構造に比べて安定し

ていると考えられるため，ディレクトリ構造そのままをベース

にファイルの配置を決めるのではなく，抽出された論理構造を

主な手がかりとして，ディレクトリやファイルを表すノードの

配置を決定する．それにより，安定度の高い視覚化が実現出来

ると考えられる．

望ましい性質のひとつは，抽出された論理構造が，ディレク

トリ構造に含まれるファイル群を全てカバーすることである．

しかし，本提案手法ではその性質は保証せず，通常のディレク

トリ構造によるアクセス手段も同時に提供することによって，

全ファイルへのアクセス手段を提供することにする．したがっ

て，本論文で提案した手法で抽出された論理構造による地図は，

ファイル群に対する一種の (必ずしも全てをカバーしていない)

図 4 任意の組み合わせによるディレクトリ構造

Fig. 4 Directory Structure by every combination

インデックスを提供するものであると言える．

3. 2 提案アルゴリズム

ディレクトリ構造に内在する安定した論理構造を抽出する手

法について説明する．ここでは例として，図 5に示すディレク

トリ構造からの論理構造抽出をとりあげる．本アルゴリズムで

扱う，ディレクトリ構造 D の論理構造 L(D) は下記で定義さ

れる．

L(D) = {(p, C) | p ∈ dirs(D)∧
∀c ∈ C(c ∈ dirs(D) ∧ isSuperordinateTo(p, c))}

ここで，dirs(D)はディレクトリ構造Dに含まれるディレク

トリ名の集合，isSuperordinateTo(p, c) は，p が c の上位概

念を表すディレクトリ名であることを示す．ここでいう上位概

念とは，isa関係および partof関係のことである．一つの (p, C)

を論理構造ユニットとよび，pを c ∈ C の親と呼ぶ (C を子集

合，cを子と呼ぶ)．例えば，図 6は 4つの論理構造ユニットを

表している．一般には，ディレクトリ構造に内在する論理構造

では，必ずしも親子関係が木にならないものも存在すると考え

られるが，そのような場合への対応の検討は今後の課題である．

本アルゴリズムは下記の 3ステップから構成される．

ステップ 1: L(D)に含まれる子集合 C となる可能性がある候

補 C′
j を見つけ，それらの集合 C′ を作成する．

ステップ 2: 全ての C′
j ∈ C′ に対して，C′

j の親候補の集合

ParentCandidatesj を作成する．

ステップ 3: 各 ParentCandidatesj に含まれる親候補から不適

切な候補を削除する．最も適切な親が最終的に 1つに選ばれる

ことが理想であるが，親候補が複数残った場合にはその中から

ランダムに 1つを選ぶ．親候補は全く残らない場合もある．そ

の場合は，無名の親が存在すると仮定する．



図 5 ディレクトリ構造

Fig. 5 Directory Structure

図 6 論 理 構 造

Fig. 6 Logical Structure

次に，これら 3ステップの詳細を説明する．以下では，Dに

含まれるディレクトリノードの集合をN で表す．また，ディレ

クトリの各兄弟のノードの集合をNi で表す (図 5の場合を図 7

に示す)．すなわち，N は Ni の直和集合 N = N1 + N2 + . . .

である．

N1 {n2, n10, n15}
N2 {n3, n7}
N3 {n4}
N4 {n5, n6}
N5 {n8, n9}
N6 {n11, n13}
N7 {n12}
N8 {n14}
N9 {n16, n24}
N10 {n17, n19, n22}
N11 {n18}
N12 {n20, n21}
N13 {n23}
N14 {n25}
N15 {n26}

図 7 各兄弟ノードの集合一覧

Fig. 7 List of sibling sets

(1)ステップ 1の詳細

本アルゴリズムのステップ 1では，子集合の候補 C′
j として，

ディレクトリの木構造における兄弟ノード Ni のうちお互いに

C′
1 {n2, n10, n15}

C′
2 {n3, n7, n12, n14}

C′
3 {n4, n8, n9, n16, n24}

C′
4 {n5, n6, n17, n19, n22, n25}

C′
5 {n11, n13, n18, n20, n21, n23, n26}

図 8 子集合候補の集合

Fig. 8 Set of ChildSet Candidates

ディレクトリ名がオーバラップするものを集めた閉包を，和集

合演算によって計算する．そして，発見した子集合候補 C′
j の

全てを集合 C′ に格納する．例として，図 7から求められる全

ての C′
j ∈ C′ を図 8に示す．

入力：ノード集合 D(ただし，ノード集合 N = N1 + N2 + . . .)
出力：論理構造L(D)

1 //ステップ 1: C’ を求める
2 C′ ← ∪i{Ni}
3 for eachC′

i ∈ C′ {
4 if (∃C′

j ∈ C′(C′
i ∩dname C′

j |= ϕ)) {
5 C′

j ← C′
j ∪ C′

i ;

6 C′ ← C′ − C′
i ;

7 }
8 }
9
10 //ステップ 2:親候補の初期値を求める
11 for eachC′

j ∈ C′ {
12 ParentCandidatsj ← ϕ;
13 if (∃Nk ∈ N(Nk ∩dname C′

j |= ϕ)) {
14 ParentCandidatesj ←
15 ParentCandidatesj ∪ {parent(Nk)};
16 }
17 }
18
19 //ステップ 3:
20 //親がコンフリクトするものを削除する
21 for eachParentCandidatesj {
22 if (∃Nk ∈ N(|Nk ∩dname ParentCandidatesj | >= 2)) {
23 ParentCandidatesj ←
24 ParentCandidatesj − Nk ∩ ParentCandidatesj ;
25 }
26 }
27
28 //極大の部分集合以外のものを削除する
29 for eachC′

j ∈ C′ {
30 for eachNk ∈ N(Nk.isNotMaximal(C′

j)) {
31 ParentCadidatesj ←
32 ParentCandidatesj − {parent(Nk)};
33 }
34 }
35
36 //子供集合の子供であるものを削除する
37 for eachParentCandidatesj {
38 for eachp ∈ ParentCandidatesj {
39 for eachc ∈ C′

j {
40 if ({child(c)} ∩dname {p} |= ϕ) {
41 ParentCandidatesj ←
42 ParentCandidatesj − {p};
43 }
44 }
45 }
46
47 //ルートに一番近いものを選択する
48 for eachParentCandidatesj {
49 ParentCandidates2j ← {p | p ∈ ParentCandidatesj ;
50 (p has the shortest path from the root.)}
51 parentj is an elemnt taken fromParentCandidates2j ;
52 output(parentj , C′

j);

53 }

図 9 論理構造抽出アルゴリズム

Fig. 9 Algorithm for Extracting Logical Structure



図 10 子集合候補の計算

Fig. 10 How to compute child sets

ステップ 1は，図 9の擬似コードにおける 1-8行目に対応

する．擬似コード中における演算 M ∩dname N は，M 中の

ノードが持つディレクトリ名の集合と N 中のノードが持つ

ディレクトリ名の集合の積集合を求める演算である．まず，C′

の初期値として兄弟ノードの集合 Ni を全て含むような集合

を代入する (2行目)．次に，C′ の要素である集合 C′
i につい

て，ディレクトリ名がオーバラップする C′
j が存在する場合に

はそれらをまとめていく (3-8行目)．図 10は C′ の初期値が

{{n1}, {n2}, {n3, n4}, {n5, n6}} (これらのディレクトリ名の集

合は順に”A”, ”B”, ”A”, ”C”, ”C”, ”D”) であるときの C′ の計算

過程である．

(2)ステップ 2の詳細

ステップ 2 では，ステップ 1 で求めた全ての子集合候補

C′
j ∈ C′ に対して，親となりうる候補 ParentCandidatesj

を求める．擬似コードでは 10-17行目になる．14行目にある

parent(Nk) は，兄弟集合 Nk の親であるノードを返す関数で

ある．

ある C′
j の親候補集合 ParentCandidatesj は，その C′

j に

含まれるノードを持つ兄弟集合 Ni の全ての親の集合である．

例を図 11に示す．子集合候補 C′
3 = {n4, n8, n9, n16, n24} (こ

れらのディレクトリ名の集合は { ”DEWS”, ”SIGMOD” } ) と

オーバーラップする兄弟集合は，N3 = {n4}，N5 = {n8, n9}，
N9 = {n16, n24}である．兄弟集合N3，N5，N9 の各親ノード

は n3，n7，n15 である．したがって，ParentCandidates3 =

{n3, n7, n15}となる．

(3)ステップ 3の詳細

ステップ 3では，ステップ 2で求めた親候補の中から，適切

でないと考えられるものを除去し，1個ないしは (適切なもの

が存在しない場合は)0個の親を選択する．　具体的には下記の

場合に，該当する親候補を除去する．

• 複数の親候補が，ディレクトリ構造中でお互いに

図 11 ParentCandidatesj の計算例

Fig. 11 Example of Computation ofParentCandiddatesj

兄弟であるような場合．例えば，図 11において，親候補

ParentCandidate3 = n3, n7, n15 の内，n3 と n7 は共通の親

を持つ兄弟同士である．よって，親候補 ParentCandidate3 か

ら n3 と n7 を削除する．

• その親候補がもつ子集合のディレクトリ名集合を完全に

含むような子集合を別の親候補が持つ場合．

• その親候補のディレクトリ名と同じ名前のディレクト

リを，C′
j 中のいずれかのノードの子ノードが持つ場合．例え

ば，{ ”DEWS”，”SIGMOD” } の親候補に”WISH”がある場合

に，”DEWS”もしくは”SIGMOD”が別の”WISH”ディレクトリを

子ノードとして持つ時である．この場合，”WISH”はこれらと

関連はあっても上位下位の関係ではないと考えられるため，親

候補から削除する．

これらを削除しても親候補が 1つに絞れない場合，残った親

候補の中で，ディレクトリのルートノードからの距離が一番短

いものを選ぶ．さらに 1つに決まらない場合は，本アルゴリズ

ムではランダムに選択を行う．

疑似コードの 19-26行目で，親候補の中からお互い兄弟同士で

あるものを削除している．28-34行目では，ParentCandidatesj

に含まれる全ての親候補の子集合について，それらの C′

がもつディレクトリ集合間の包含関係を調べ，極大である

ような集合を持つ親候補以外は削除する．30行目にある

Nk.isNotMaximal(C′
j) は，兄弟集合 Nk が子集合候補 C′

j

に含まれる兄弟集合のうち，極大であるような集合でないとき

に trueを返す関数である．36-45行目では，親候補のうち，C′
j

中の要素の子が同じディレクトリ名をもつものを削除する．

49-50行目では，ここまでで残った親候補の中で，ルートから

の距離が一番短いものを親にする．それでも候補が 1つに絞れ

ない場合は，残ったものの中から任意に一つを選ぶ (51行目)．

4. 予 備 実 験

本章では，3. 2節の論理構造抽出アルゴリズムを用いて 2つ

の予備実験を行う．実験対象のデータとしては，筑波大学森嶋

研究室のファイルサーバに存在する実ディレクトリ構造と，同

研究室のあるノート PC Xに存在する実ディレクトリ構造を利

用する．ファイルサーバとノート PC Xに含まれる全ディレク



ディレクトリ総数 |N | 1224

兄弟集合 Ni の総数 145

出力した論理構造ユニットの総数 |L| 68

図 12 データと出力のサイズ (森嶋研究室ファイルサーバ)

Fig. 12 Sizes of the data and outputs (mlab file server)

ディレクトリ総数 |N | 772

兄弟集合 Ni の総数 117

出力した論理構造ユニットの総数 |L| 58

図 13 データと出力のサイズ (ノート PC X)

Fig. 13 Sizes of the data and outputs (note PC X)

トリ数は，それぞれ 27428と 8410であるが，後述するように

評価に人手がかかるため，対象とするディレクトリをルートか

らの距離が 3までのものに限定した．その結果，今回の実験で

扱うディレクトリ数はそれぞれ 1224，772となった．

まず，実験 1では，提案アルゴリズムによってディレクトリ

構造から抽出した論理構造ユニット (p, C)の適切さについて評

価を行う．

次に，実験 2では，実験 1で抽出した論理構造ユニットのう

ち正しいものだけを選んで木を構築し，それを，木の視覚化手

法の一つである Tree Map [2]で視覚化する．次に，ディレクト

リの操作を行ったときのノード配置の安定度への影響を，ディ

レクトリ構造をそのまま視覚化した場合と比較しながら検証す

る．具体的には，これら 2つの場合についてディレクトリ・ファ

イルの同じ操作を行い，操作前後での表示画面を比較し，変化

の割合を面積のパーセンテージで表す．この値が小さいほど，

ディレクトリ・ファイル操作に対する画面の安定度が高いと判

断する．

4. 1 実験 1: 抽出した論理構造ユニットの評価

本実験の目的は，本論文のアルゴリズムを用いて抽出した論

理構造ユニットの適切さを評価することである．具体的には，

抽出した各 (p, C) ∈ L(D)を，下記の 4種類に分類する．

(A) p, C 共に適切であり，pが各 c ∈ C の上位概念になって

いる．

(B) C は適切な要素の集合を含んでいるが，pがそれらの上位

概念になっていない．

(C) pに対して下位概念となりうるようなものが C に含まれ

ているが，全てではない．

(D) pが，いずれの c ∈ C の上位概念にもなっていない．

さらに，分類 A については，その関係が isa関係か partof関

係かによって分類する．

結果. 対象としたディレクトリの総数と，ディレクトリの兄弟

集合の総数，本アルゴリズムが出力した論理構造ユニットの総

数を図 12，図 13に示す．また，出力された論理構造ユニット

の分類結果を図 14，図 15に示す．

評価の結果，抽出した論理構造ユニットのうち，森嶋研究室

のファイルサーバでは約 25%が，ノート PC Xでは約 43%が

適切な論理構造ユニットであることが分かった．それ以外のユ

ニットは適切とは考えられなかったが，これらが結果として出

分類

A

isa partof B C D 合計

数 10 7 10 8 33 68

割合 14.7% 10.2% 14.7% 11.7% 48.5% 100%

図 14 出力の分類結果 (森嶋研究室ファイルサーバ)

Fig. 14 Classification of Outputs (mlab file server)

分類

A

isa partof B C D 合計

数 12 13 10 8 15 58

割合 20.6% 22.4% 17.2% 13.7% 25.8% 100%

図 15 出力の分類結果 (ノート PC X)

Fig. 15 Classification of Outputs (note PC X)

力された原因としては次のものがあげられる．

• pが Cの上位概念になっていないこと (項目 B)について:

現在の手法では，親の候補を子集合 C′
j とオーバーラップする

兄弟集合 Nk の親としているが，それ以外の親ノードの方が望

ましい場合も考えられる．親候補の対象として，祖先ノードな

どを候補として考えてみるアプローチも試してみる価値がある

と考える．

• 適切な Cが抽出できていないこと (項目 C)について:

現在の子集合はオーバーラップする兄弟集合の閉包として計算

するが，単純に閉包を求めるだけでは，子集合の中に望ましく

ないものが含まれてしまう可能性がある．子集合をより適切な

集合とするためには，何らかの工夫により，子集合をフィルタ

リングする必要があると考える．

実際に項目 B に分類したユニットには，p = ”address”

，C = {”2002”，”2003”，”2004”，”2005”，”2006”，”2007”} や，
p = ”ariyama”，C = {”最終”，”中間”} などがある．ま
た，項目 C に分類したユニットには，p = ”Photo V ideo”

，C = {”20051112 中間発表”, ”iTunesLibraryUpdater”，. . .} な
どがある．

4. 2 実験 2: ノード配置への影響に関する評価

この実験の目的は，本手法によって抽出した論理構造を利用

したファイル群配置を，ディレクトリ構造そのままを反映させ

たファイル群配置と比較することにより，提案手法の安定度へ

の影響を検討することである．具体的には，これら 2つの手法

で視覚化された画面を対象として，同一のディレクトリ・ファ

イル操作を行い，操作前後での画面を比較して変化の割合を

パーセンテージで表す．この値が小さいほど，ディレクトリ・

ファイル操作に対する画面の安定度が高いと判断する．

実験内容は次の通りである．まず，2つの手法によるファイ

ル配置を決定するための木をそれぞれ下記のように作成した．

(1)抽出した論理構造を用いたファイル配置: 実験 1で得られた

論理構造ユニット (p, C) ∈ L(D) のうち，項目 A に分類した

ユニットだけを用いて木を構築した．この木は，安定している

と考えられるファイル配置を決定するために利用する．具体的

には，あるユニットの子と別のユニットの親が一致する場合に



図 16 T1 の作成

Fig. 16 How to constructT1

はそれらを連結し，その結果複数の木が出来た場合には，人工

的にルートノードを用意してそれらを一つの木にまとめた（図

16)．さらに，元のディレクトリ構造 D において，各ノードに

対応するそれぞれのディレクトリに含まれていたディレクトリ

とファイルを，各ノードの下に連結した．この結果作成された

木を T1 と呼ぶ．ルートを含めたディレクトリ数は 4762,ファ

イル総数は 62066となった．ここで，T1 に含まれるファイル

の集合を F と呼ぶ．F は元のディレクトリ構造に含まれてい

たファイルの集合のサブセットである．T1 は実験 1で分類 A

と評価した論理構造ユニットだけで構築するため，他の論理構

造ユニットが含んでいると考えられるファイルは F には含まれ

ない．

(2)ディレクトリ構造をそのまま反映したファイル配置: 次に，

元のディレクトリ構造Dのうち，F に含まれる全てのファイル

を含むような最小の部分木を作成した．これを T2 と呼ぶ．T2

に含まれるディレクトリ総数は 4847である．この木はディレ

クトリ構造をそのまま反映したファイル配置を決定するために

利用される．したがって，特別な木の再構成は行わない．

以上の T1と T2において TreeMapアルゴリズムを用いてディ

スプレイ上にノードを配置した．TreeMapは，木構造を，領域

の入れ子構造としてディスプレイに配置するアルゴリズムで

ある．

以上 2つの手法によるディスプレイ配置について，次の操作を

行った後の画面変化を調べた．具体的には，ファイルサーバ中の

ディレクトリ/Shibaura/を /Share/に移動した．/Shibaura/のディ

レクトリ数は 650，ファイル数は 5822である．また，/Shibaura/

の下には 2つの子供ディレクトリがある．ルート下にあるディ

レクトリを他のディレクトリに移動することは，研究室のファ

イルサーバで実行する典型的な操作例である

結果.この移動後のディレクトリ構造は移動前に比べて，T2 に

関してはディスプレイの面積にして 10.6%の変化があった．一

方，T1 の変化は全くなかった．その理由は下記の通りである．

T1 では，T2 が持つ /Shibaura/の子供ディレクトリに対応する

ディレクトリが，それぞれ直接ルートの下に置かれている．した

がって，/Shibaura/が移動を行っても，論理構造では /Shibaura/

の子供ディレクトリの移動は行われない．すなわち，このディ

レクトリの移動は，抽出された論理構造に矛盾しない移動で

あったということである．

以上のように，論理構造に影響を与えない範囲でのディレク

トリの移動は，提案方式でのノード位置に大幅な影響を与えな

い．一方，この例とは異なり，抽出された論理構造と矛盾する

ような移動に関しては，提案手法でも大幅なノードの再配置が

行われることがあることは明らかである．したがって，安定し

た論理構造を抽出できるかどうかが鍵になることがわかる．

5. 関 連 研 究

ディレクトリ構造を視覚化するための既存の手法として，

Cone Trees [3]や Hyperbolic Tree [4]がある．Cone Treesはディ

レクトリ構造などの階層的なデータを 3次元の木として視覚化

する．各木は円錐として表示され，親ノードが円錐の頂点に，

子ノードが円錐の底面の円周上に配置される．奥行きを上手

く利用することによって，Cone Treesは効率よく情報を表示す

ることができる．Hyperbolic Treeは Hyperbolic Space(非ユーク

リッド空間) 上にノードを配置する．これにより，近くにある

ノードほど大きく，遠くにあるノードほど小さく表示すること

ができる．これらの視覚化手法では，効率のよい情報の見せ方

が可能であるが，視覚化の対象とするのはディレクトリ構造そ

のものである．そのため，ディレクトリの移動や削除といった

ディレクトリ構造の更新が行われると，視覚化されたビューも

その影響を受けてしまう．したがって，もしルートに近い位置

にあるディレクトリの移動を行った場合，ビューの構造が大き

く変わってしまう．そして，更新の度に構造が大きく変化して

しまうことは，人間にとって覚えづらく，使いにくいと考えら

れる．本論文の手法は，これらの視覚化手法と組み合わせて利

用できる．

情報検索や Webの分野では，コンテンツそのものやリンク

等のメタデータを用いてクラスタリングを行う手法が数多く研

究されてきた．本研究は，既存のディレクトリ構造をメタデー

タと考え，ファイルのクラスタリングを行う手法の一つと考え

ることが出来る．

また，ファイルを階層的に分類するのではなく，タグを付け

ることによってファイルの整理を行うタギングの研究も近年盛

んに行われている．ファイルの管理にタグを利用する試みも

行われてきた [5]. タギングによって，階層的な分類では難し

かった多面的な検索が容易になるが，ただタグを付けるだけで

は，複数の分類軸を表現することはできない．例えば，同じタ

グでも”VLDB” と”SIGMOD”というタグ，”WISH”と”SMART”

というタグは，それぞれ別の分類軸に属していると考えられる．

そして，単純にタグを付けるだけでは，このような分類軸を表

すことはできない．本論文で提案するアプローチは，そのよう



なタグ間の兄弟関係や親子関係等の抽出を試みていると考える

こともできる．

本研究の動機となったディレクトリ空間の視覚化システムは，

Google Maps [1]をはじめとする地図ブラウザのように情報空間

をブラウズできないかとの発想で開発しており，それらの影響

を受けている．

6. まとめと今後の課題

本論文では，ディレクトリ構造の視覚化においてノード配置

を安定化するために，ディレクトリ構造に含まれている論理構

造に着目して，抽出した論理構造を基にノード配置を決定する

ことを提案した．具体的には，論理構造の抽出アルゴリズムを

提案し，それを用いたノード配置の安定度に関する検証を行う

ための簡単な予備実験を行った．今後の課題としては，論理構

造抽出アルゴリズムの精度向上，およびディレクトリ構造ブラ

ウジングのユーザインターフェースにおける，安定したノード

配置の利用者への影響の調査，などを行う予定である．
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