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典型的クエリを用いた Web ページの重要箇所特定
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あらまし 本論文では，Web ページが与えられたとき，訪問者にとってそのどの部分が重要であるかを特定する手法

を提案する．Web ページ p があるクエリ q による検索で訪問される実際の頻度が高く，かつクエリ q で表される検

索意図をページ p が満たすとき，クエリ q をページ p に対する「典型的クエリ」と呼ぶ．このとき，クエリ q に含ま

れる語は，ページ p に出現する語の中でも訪問者にとって重要なものであると考えられる．そのようにして得られた

重要語の，ページ p 内での出現密度分布を調べ，密度の高い箇所をページ p のユーザにとっての重要箇所として特定

できると考えた．
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Abstract In this paper, we propose a method for detecting important part of a given web page for the visitors. If

the page p are actually frequently reached from a query q and it matches search intention represented in the query

q, the query q is defined to be a “typical query” for the page p. The terms included in the query q are considered

to be important for the visitors. Our method is based on the hypothesis that the important terms occurs in high

density in the important text segment in the page p.
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1. は じ め に

Web ページには独立したコンテンツが複数存在することがま

まある．例えば，ポータルサイトのようなものであればニュー

スコンテンツやオークションコンテンツ等が混在する．また，

広告の存在する多くの Web ページにおいて，広告のコンテン

ツとそのページの主たるコンテンツとは独立している．これら

のような複数の独立したコンテンツを持つWeb ページの訪問

者にとって，ページに含まれるすべての独立したコンテンツに

価値があることは稀で，一部のみが重要であることが多いと考

えられる．

Web ページ中において，訪問者にとって重要な箇所はその

ページの訪問者及び作成者にとって重要な情報であると考えら

れる．訪問者の視点から見れば，ページを必要な箇所だけ読み

効率的に消費するための情報になる．また，訪問者にとって重

要な箇所の内容を強化し，重要でない箇所の内容を減らせば，

より訪問者のニーズに答え，果ては自分のページへの訪問数を

増やすことができると考えられる．

本論文では，以下のような手順を用いて Web ページ p 中の

訪問者にとっての重要箇所を特定する．

（ 1） Web ページ p に含まれる語で訪問者にとって重要であ

ると考えられる語の集合を抽出する．

（ 2） 語集合の各語に対して，それと関連する箇所がページ p

内のどの部分にあたるかという位置情報を抽出する．

検索エンジンのキーワード検索において，ユーザは 1つない

し複数の語をクエリとして検索を実行する．得られた検索結果

の内，ユーザは自身の検索意図と合致すると判断したページが

あればそれを訪問し，なければいずれのページも訪問しない．

したがって，ページ p を訪問するクエリの中でも，それで表さ

れる検索意図にページ p が適合しているようなものは，ページ

p に含まれる語でそのクエリによる訪問者にとって重要である

と考えられる語で構成されると考えられる．本論文ではそのよ

うなクエリをページ p に対する「典型的クエリ」と呼び，この

「典型的クエリ」に含まれる語をページ p 内の訪問者にとって



の重要語集合とする．

検索エンジンにおけるユーザのふるまいに関する情報 (どん

な語をクエリとして検索を実行し，そしてどのようなページを

選択したのか)は，クエリログとして蓄積される．このクエリ

ログを利用すれば，任意のページに対して実際にどのようなク

エリでの検索で訪問されるのかがわかる．このクエリログから

得られたページ p を実際に訪問したクエリのうち，あるクエリ

q がページ p に対して「典型的クエリ」であるか否かは，クエ

リ q による検索でのページ p への実際の訪問頻度と「潜在的

な」訪問頻度を比較することにより判断する．具体的には，ク

エリ q で表される検索意図をページ p が満たすとき，クエリ q

のページ p に対する実際の訪問頻度が「潜在的な」訪問頻度と

大差ないか，或いは実際の訪問頻度の方が「潜在的な」訪問頻

度よりも高くなり，逆に，クエリ q で表される検索意図をペー

ジ p が満たさないときはクエリ q のページ p に対する実際の

訪問頻度は「潜在的な」訪問頻度よりもずっと低くなると仮説

を置いている．

このようにして得られたページ p 内の訪問者にとっての重要

語に対して，ページ p 内で関連する箇所を特定するのに，本論

文では黒橋ら [1]の提案した手法を用いた．黒橋らは，ある文

書のある部分があるキーワードに対して関連性の高い説明を与

えているとき，その箇所ではそのキーワードが高密度で出現す

るという仮説を置いている．

2. 関 連 研 究

Nakagawa らは，言選 Web [2] というサービスを提供してい

る．これは，Web ページ中に含まれる専門用語を切り出すシ

ステムである．また，[3]ではある文章がどのような内容である

か，どのような話題構造を持っているかを調べるために，重要

であろうと考えられる語を複数抽出し，共起するものどうしを

線で結ぶことによりグラフ表示し可視化する，KeyGraph と呼

ばれる手法が提案されている．これらのシステムは単一の語及

びそれらの関係を抽出するもので，ページからそれを検索する

ための複数の語からなるクエリを抽出する本研究とは異なる．

クエリログを利用した研究には，検索精度の向上を目的と

したものが多い．中でもグローバルな Web 検索精度の向上を

ターゲットにしたもの [4]～[9]が多いが，サイト内検索に特化

したもの [10]も存在する．

Web サイトや Web ページの改善を目的として，それらを訪

問したクエリを利用する研究も数多く存在する．例えば，[11]～

[15]ではサイト内のユーザのふるまいを分析し，相関ルールや

パターンを発見している．Baeza-Yates ら [16]は，サイトがど

のようなクエリで到達されているのか，またそれらのクエリで

サイトに到達したユーザがサイト内でどのようなふるまうかを

リファラをもとに分析し，それを基に Web サイトを改善する

手法を提案している．

[17]では，画像やテキストの文脈を，周辺情報から推定する

ために，画像やテキストの周辺の情報，画像・テキストを含む

領域の上位領域，Web ページへのリンク構造が使用されてい

る．この研究は，与えられたWebページが他のページからど

のように見られているかという情報を周辺情報 (本研究の場合，

クエリログ) から取得するという点で，目的は本研究と近い．

しかし，この研究と本研究との違いは，その周辺情報が誰によ

るものかが異なる．すなわち，アスペクトとは他のコンテンツ

作成者からの見られ方を反映した周辺情報であり，本研究の提

案する典型的なクエリとはコンテンツ利用者からの見られ方を

反映した周辺情報であると位置づけることができる．

3. 典型的クエリ

3. 1 典型的クエリの定義

クエリ q で表されるユーザの検索意図に対しページ p が適

合する場合，クエリ q はページ p に対する典型的クエリであ

るとする．

例えば，JR 京都駅に関するページに対して，「京都駅 時刻

表」のようなクエリを考える．「京都駅 時刻表」で表される検

索意図は「京都駅から発車する列車の時刻表を見る」ことであ

ると考えられる．一方，JR 京都駅に関するページを閲覧する

と「京都駅から発車する列車の時刻表」へのリンクが明確にわ

かるため，「京都駅 時刻表」というクエリで表される検索意図

に適合すると判断できる．すなわち，JR 京都駅に関するペー

ジが「京都駅 時刻表」というクエリの適切な解になっている

場合，「京都駅 時刻表」は JR 京都駅に関するページに対する

「典型的クエリ」である．したがって，例えば「京都 ラーメン」

というクエリによる JR 京都駅に関するページへの訪問が実際

に存在したとしても，JR 京都駅に関するページはクエリ「京

都 ラーメン」の正解ではないと考えられるため，クエリ「京都

ラーメン」は JR 京都駅に関するページに対する典型的クエリ

ではない．

ただし，クエリ q で表されるユーザの検索意図が不明瞭であ

る場合は，そのクエリ q はいずれのページに対しても典型的ク

エリにはなり得ないものとする．

3. 2 典型的クエリの抽出

ページ p が与えられたとき，ページ p に対する典型的クエ

リ Qtypical
p を以下のような手順で抽出する．

（ 1） ページ p を含むサイトを S と表す．このとき，AOL の

クエリログを集約し，サイト S を実際に訪問したこと

のあるクエリ (として用いられた語集合の)集合 QS を

抽出

（ 2） QS のうち，ページ p を実際に訪問したことのあるクエ

リ集合 Qp を抽出

（ 3） Qp のそれぞれに対し典型度で評価し，その値でランキ

ングした際上位であったものを Qtypical
p とする

各項目について，以下詳細に説明する．

3. 2. 1 クエリログの参照

本研究では，ページ p が与えられたとき，それを訪問し得る

クエリ及び実際に訪問したことのあるクエリをクエリログから

抽出する．クエリログを用いた理由は以下の通りである: 最も

原始的な手法として，ページ p に含まれている全ての語の組合

せを，ページ p を訪問し得るクエリとみなす方法が考えられる．

しかしこの手法では，ページ p に含まれる語の数を n とする



表 1 AOL サーチのクエリログの一部

Query ItemRank ClickURL

beijin

beijing 2 http://www.china.com

great wall 1 http://great-wall.com

www

www 2008 1 http://www.www2008.org

tanaka

tanaka lab. 1 http://www.dl.kuis.kyoto-u.ac.jp

slothlib 1 http://www.dl.kuis.kyoto-u.ac.jp

と，クエリとして考えられる語の組合せの数は O(2n) に達し，

現実的ではない．また，サーバのリファラ情報を参照する手段

が考えられるが，特定のサイトに関するサーバのリファラ情報

のみしか取得できないという問題点があるため，任意のページ

に対して典型的クエリを抽出することはできなくなってしまう．

本研究では，検索エンジンのクエリログとして，AOL サー

チのクエリログ（注1）を用いた．AOL サーチのクエリログは，1

つの行が 1回のクエリの実行からなるテーブルで表される．ま

た，テーブルには 3つの列が存在し，各列の意味は以下の通り

である:

（ 1） AnonID

どの IP アドレスからクエリの実行があったかを示す．

すなわち，異なる AnonID でも異なるユーザだとは限ら

ないが，同じ AnonID ならば同じユーザによるクエリの

実行であることがわかる．

（ 2） Query

どういった語集合からなるクエリの実行があったかを

示す．

（ 3） QueryTime

いつクエリの実行があったかを示す．

（ 4） ItemRank

クエリが実行された際に，何らかの検索結果が訪問され

ていれば (結果ページへのリンクがクリックされていれ

ば)，その検索結果の順位を示す．いずれの検索結果も訪

問されていなければ値は null である．

（ 5） ClickURL

クエリが実行された際に，何らかの検索結果が訪問さ

れていれば (リンクがクリックされれば)，その検索結果

ページの含まれるサイトの URLを示す (但: その検索

結果ページの URL ではない)．いずれの検索結果も訪問

されていなければやはり値は null である．

このテーブルにおける主キーは AnonID と QueryTime である．

表 1に AOL のクエリログのテーブルの一部を示す (ただし，簡

単のため Query，ItemRank 及び ClickURL の 3 列のみ示す)．

例えば，第 2行はあるユーザが “Beijing” というクエリを実行

し，第 2位の検索結果である “http://www.china.com” 内の

ページを選択したことを意味する．

（注1）：http://www.gregsadetsky.com/aol-data/

3. 2. 2 サイト S を実際に訪問したクエリの抽出

サイト S の URL を urlS とする．このとき，サイト S を

実際に訪問したことのあるクエリ QS は以下のような組関係論

理で表される．

QS = {t.Query | t.ClickURL = urlS} (1)

ただし，t は AOL サーチのクエリログが格納されたテーブル

の組変数を表す．

3. 2. 3 ページ p を実際に訪問したクエリの抽出

ページ p を実際に訪問いたクエリを抽出するにあたって，以

下に示す仮定を置いている．

• あるクエリ q による検索で実際に訪問されるサイト S 内

のページ p は一意に決まる

• クエリ q，ページ p それぞれに含まれる語集合を Tp，Tq

とする．クエリ q による検索でページ p が検索結果に出

現する場合，Tq ⊂ Tp が成立

以下のような手順で QS からページ p を実際に訪問したこ

とのあるクエリ集合 Qp を抽出する．

（ 1） Qp := φ

（ 2） qS ∈ QS のそれぞれに対して，

（ a） クエリ qS，ページ p に含まれる語集合をそれぞ

れ TqS，Tp としたとき，TqS ⊂ Tp が成立すれば

(b)へ，成立しなければ何もしない

（b） AOL サーチ（注2）を用いて，サイト S 内をクエリ

qS で検索し，検索結果 1位のページを pAOL
S と

する．pAOL
S が得られなければ何もしない

（ c） ページ p，pAOL
S の両者の URL が一致すれば

Qp = Qp ∪ {qS}，一致しなければ何もしない
3. 2. 4 クエリ候補の典型度による評価

得られたクエリ候補 Qp のそれぞれがページ p に対する

典型的クエリであるか否かを評価するために，ここで典型度

typicality(p, q) を定式化する．そのために，以下のような仮説

を置いている．

クエリ q による検索でページ p を実際に訪問する頻

度 AVF(p, q) は，以下の 3つの要素に影響を受ける：

（ 1） クエリ q による検索の実行頻度 (クエリ q の

Query Frequency 値) QF(q) が高いほど，クエ

リ q による検索でページ p を実際に訪問する

頻度は高くなる

（ 2） クエリ q による検索下でのページ p の順位

rank(p, q) が高いほど，クエリ q による検索で

ページ p を実際に訪問する頻度は高くなる

（ 3） クエリ q で表される検索意図にページ p が適

合しているとき，クエリ q による検索でページ

p を実際に訪問する頻度は高い

すなわち，クエリ q による検索でページ p を実際に訪問する

頻度 AVF(p, q) からクエリ q の Query Frequency 値 QF(q)，

（注2）：http://search.aol.com/



及びクエリ q による検索下でのページ p の順位 rank(p, q) に

よる影響を除いたものが本論文における典型度となる．本論文

では，QF(q) と rank(p, q) から求めたクエリ q による検索で

ページ p を訪問する潜在的な頻度 PVF(p, q) と AVF(p, q) を

比較するようにニーズ典型度を定式化する．

まず，クエリ q による検索でページ p を実際に訪問する頻

度 AVF(p, q) は以下のような組関係論理を用いて表すことがで

きる．

AVF(p, q) = |{t | t.Query = q ∧ t.ClickURL = urlS}| (2)

ただし，urlS はページ p の含まれるサイトの URL である．た

だし，ここでも 3. 2. 3項における仮定を置いている．

次に，クエリ q の Query Frequency 値 QF(q) は以下のよ

うな組関係論理を用いて表すことができる:

QF(q) = |{t | t.Query = q}| (3)

また，クエリ q による検索下でのページ p の順位 rank(p, q)

は図 1 のような SQL 文にて AOL クエリログを集約すること

により得られる:

1: SELECT ItemRank

2: FROM aol querylog

3: WHERE Query=q AND ClickURL=urlS

4: GROUP BY ItemRank;

図 1 rank(p, q) を求めるための SQL 文

3. 2. 3項における仮定が正しければ，この SQL 文から求めた

クエリ q による検索下でのページ p の順位 rank(p, q) は一意

に定まる．

次に，QF(q) 及び rank(p, q) からクエリ q による検索で

ページ p を訪問する潜在的な頻度 PVF(p, q) を求める．正

確には，クエリ q による検索でページ p を訪問する潜在的

な頻度 PVF(p, q) は rank(p, q) 位の検索結果が訪問される確

率が VP(rank(p, q)) であるという条件下における，二項分布

B(QF(q), VP(rank(p, q)) の期待値である．

ここで，i 位の検索結果が訪問される確率 VP(i) は組関係論

理を用いて以下のように表すことができる:

VP(i) =
|{t | ItemRank(t) ∧ t.ItemRank = i}|

|{t}| (4)
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図 2 i 位の検索結果が訪問される確率 VP(i)

表 3 典型度の精度

正解数 不正解数 平均適合率

Qp 全体 253 111 0.695

typicality 上位 131 50 0.724

AVF 上位クエリ 132 49 0.729

ただし，|{t}| は AOL クエリログに出現する行の総数を意味

し，|{t|ItemRank(t) ∧ t.ItemRank = i}| は i 位の検索結果が

訪問された頻度を意味する．すなわち，i 位の検索結果が訪問

された頻度をすべてのクエリの実行の総数で割ったものが i 位

の検索結果が訪問される確率 VP(i) となる．横軸に検索結果の

順位 i，縦軸に i 位が訪問される確率をとった両対数グラフを

図 2に示す．図 2におけるグラフがほぼ直線であることから，

検索結果が訪問される確率は検索結果の順位に対してべき分布

する，すなわち両者にスケールフリー性 [18]が存在することが

わかる．

QF(q)，rank(p, q) 及び VP(i) からクエリ q による検索で

ページ p を訪問する潜在的な頻度 PVF(p, q) を以下のように

定式化する:

PVF(p, q) = QF(q) ·VP(rank(p, q)) (5)

次に，AVF(p, q) と PVF(p, q) の両者の間に有意な差がある

かどうかを，両者の χ2 値を計算することにより求める．

χ2(p, q) =
(AVF(p, q)− PVF(p, q))2

PVF(p, q)
(6)

この χ2(p, q) に AVF(p, q) と PVF(p, q) のどちらが大きい

かの要素を考慮して，クエリ q のページ p に対する典型度

typicality(p, q) を以下のように定式化する:

typicality(p, q)=

{
χ2, where AVF >= PVF

−χ2, otherwise
(7)

3. 3 評 価 実 験

3. 2. 4 項で示した典型度を用いてどのくらいの精度で典型的

クエリを抽出できるかを評価するために，以下のような実験を

行った．

3. 3. 1 実験環境と実験の手順

表 2に示した 10 個のページそれぞれに対し，3. 2 項で示し

た手法で，典型的クエリを抽出する．得られた典型的クエリの

正誤を 3. 1項で示した典型的クエリの定義にしたがい人手で判

定する．

また，3. 2. 4項で定式化した典型度を評価するために，典型

度の代わりに q による検索でページ p を実際に訪問する頻度

AVF(p, q) を評価関数として抽出したクエリと比較した．

3. 3. 2 実 験 結 果

表 3に，ページ p を実際に訪問したことのある各クエリ Qp

全体，Qp のうち 3. 2. 4項で定式化した典型度 typicality の上

位半分のもの，Qp のうち AVF(p, q) の値が上位半分のものそ

れぞれのうち人手にて典型的クエリであるか否かを判定し，平

均適合率を求めたものを示す．

まず，表 2 にあるいずれのページもある程度の権威のある



表 2 実験対象のページ

タイトル 各ページの URL

Yahoo! Sports - Sports News, Scores, · · · http://sports.yahoo.com/

The New York Times - Breaking News, · · · http://www.nytimes.com/

Las Vegas Deals, Las Vegas Show Tickets, · · · http://www.lasvegas.com/

MetroAirPort.com http://www.metroairport.com/

Panasonic Electronics for all of your home · · · http://www.panasonic.com/

Northwest Airlines - Airline Tickets, · · · http://www.nwa.com/

Stanford University http://www.stanford.edu/

The Official Site of New York Yankees http://yankees.mlb.com/

Aol.com - Welcome to AOL http://www.aol.com/

City of Los Angels http://www.lacity.org/

表 4 各ページに対する典型度及び実際の訪問頻度上位 5 位のクエリ

各ページの URL 上位 4 位のクエリ (上が typicality(p, q)，下が AVF(p, q) による評価)

http://sports.yahoo.com/
yahoo sports, nfl football scores, *ncaa live, sport news, *ncaa live games

yahoo sports, *yahoo, sports, sports news, *y

http://www.nytimes.com/
nyt, the new york times, n.y. times, new york times, nyc news

new york times, nyt, the new york times, n.y. times, nytimes.com

http://www.aol.com/
my aol sign on, aol aim sign in, get aol free, *black voices welcome page, aol free download -music

my aol, aol sign in, *aol online support, *my aol mail, *aol people search
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図 3 上位 N 個の中に典型的クエリはどのくらい含まれるか

(十分に PageRank 値等が高く，いずれのクエリでも上位にラ

ンクされやすい)ページであることもあり，1 ページあたりの

典型的クエリの候補の数が (253 + 111)/10 = 36.4個と比較的

多数取得できた．さらに，そのうちの多数が (1 ページあたり

36.4 個の候補のうち 25.3 個が) 典型的クエリであることがわ

かった．すなわち，典型度による評価を行わなくてもいずれの

クエリもその検索意図がページに適合していることを意味する．

ただし，典型度 typicality(p, q) 及びページ p に対するクエリ

q の実際の訪問頻度 AVF(p, q) にて評価してやることにより典

型的クエリの割合はさらに増加する．

また，典型度 typicality(p, q) とページ p に対するクエリ q

の実際の訪問頻度 AVF(p, q) の両者で抽出精度はほとんど変わ

らないこともわかった．

3. 2. 4項で定式化した典型度 typicality(p, q) 及び AVF(p, q)

それぞれで評価した際の上位 5位のクエリを表 4に示す．* 印

のついているものは不正解のクエリである．AVF(p, q) の上位

に来るクエリは，検索解が対象のページ p と予めわかっている

ような検索 ( [19]における navigational search) に用いられ

る物が多く，一方で typicality(p, q) で抽出されたものは検索

解のリソースが未知で情報を得ることが目的の検索 ( [19]にお

ける informational search)に用いられる物が多い．そのた

め，表 4に示した上位 5位の中では，typicality(p, q) で抽出さ

れるクエリの方が多様性に富む．

図 3は typicality(p, q) 及び AVF(p, q) のそれぞれでクエリ

の候補を評価した際，上位 N 個のクエリにどれくらいの割合

で典型的クエリが含まれているか，その適合率を表したグラ

フである．ただし，average で表されるグラフは，完全にラ

ンダムにクエリ候補を順位付けした際に得られる平均適合率

を表しており，実際は値域にクエリの候補全体にニーズに基づ

く典型的クエリが含まれる値をとる．上位 30位までにおいて

やはり typicality(p, q) 及び AVF(p, q) の両者ともニーズに基

づく典型的クエリの抽出に有効であることがこのグラフから

見てとれる．また，上位では若干ではあるが本研究で提案した

typicality(p, q) の方が有効であることがわかる．

4. 語集合の重要説明箇所の特定

本論文では，文書中に出現する特定の語集合の，その文書中

での重要な説明箇所を特定するのに，黒橋ら [1]の提案した手

法を用いた．黒橋らは，ある語に対して関連性の高い説明を行

う際にはその語を繰り返し用いるという必然性に着目し，語の

重要な説明箇所にはその語がまとまって複数出現すると仮説を

置いた．したがって，文書 d 中の語 t の出現密度分布を調べる

ことにより，文書 d の語 t に関する重要説明箇所を特定するこ

とができる．

具体的には，以下のような手順を用いてページ p のテキスト

中の各位置の重みを語集合 T の各語 t の出現密度分布から計

算，ページ p中の語集合 T の重要説明箇所を特定する．

（ 1） ページ p のテキストを SS Tagger [20] にて POS (part-

of-speech) に分解する．



図 4 Web ページ重要箇所システムの出力ページ

（ 2） 語集合 T に含まれる各語 t のそれぞれに対して，

（ a） ページ p のテキストを語の連続 (合計 L 語)と見

なし，ページ p のテキスト内での語 t のすべての

出現位置を調べる．位置 l の語が語 t であるか否

かを at(l) で表すことにする (位置 l が語 t なら

ば at(l) = 1，さもなければ at(l) = 0 で与える)．

（b） 位置 0 からスタートして，順に各位置 l を中心と

した語 t の出現密度 dt(l) を以下の式を用いて求

める．

dt(l) =

l+ W
2∑

l−W
2

hl(i) · at(l) (8)

ただし，hl(i) はハニング窓関数と呼ばれる関数

で，以下の式で表される．

hl(i) =
1

2

(
1 + cos 2π

i− l

W

)
(9)

このハニング関数は中心付近を重視し，中心から

離れるに従って重みを軽くするという重み付けを

実現する関数である．また，W は窓の幅 (重みを

与える範囲)を表す．

（ 3） 位置 0 から順に，各位置 l に対するそれを中心とした

語 t の出現密度 dt(l) から，語集合 T の出現密度の総和

d(l) を以下の式から求める．

d(l) =
∑

t

dt(l) (10)

（ 4） 各位置 l に対して，密度総和 d(l) を最大値が 1，最小値

が 0 になるように正規化 ( [21] における Standard 手

法)したもの d′(l) を各位置 l における重要度とする．

（ 5） 重要度 d′(l) がある閾値 θ を越える位置を重要箇所とし

て選択する．

5. Web ページの重要箇所強調システム

3.，4.節に示した手法により特定した Web ページ中の重要

箇所を強調表示することにより，ユーザの ブラウジングを支援

するシステムを考案した．出力結果のイメージを図 4に示す．

まず，図 4 における©1 にはページに対する典型的クエリを
提示する．この典型的クエリに含まれる語の説明箇所を Web

ページの重要箇所として特定する．

©2には Web ページの title の値，及び meta タグで属性が

description の値を提示している．

©3には Web ページ 中の重要箇所を強調表示するように編集

された Web ページの本文を提示する．具体的には，Web ペー

ジ中の各位置の重みを典型的クエリ及び 4. 節にて述べた手法

により計算し，その値の大小により各位置を 4つのグループに

分割，フォントの大小を変更することで強調を行う．

以下，実際の Web ページに対してそれぞれのどの箇所が強

調表示されたか具体例を示す．

まず，ニューヨークタイムズ（注3）の場合について示す．まず，

重要箇所特定のための典型的クエリとして “obituaries”，“new

york times learning”，“n.y.times” の 3つが得られた．“obit-

uaries” は死亡記事を意味するので，ニューヨークタイムズ中

の重要箇所を特定するのにふさわしいクエリであると考えられ

る．このクエリにより，ニューヨークタイムズ内のトップ記事

が強調表示された．また，“new york times learning” はニュー

ヨークタイムズ内の learning という項目に訪問者が興味ある

ことを示すクエリで，ニューヨークタイムズ中の重要箇所を特

定するのに比較的ふさわしいと考えられる．このクエリにより

メニューが強調表示された．一方で，“n.y.times” はニューヨー

クタイムズを解とする [19]における navigational search の

ためのクエリであると考えられる．navigational search は

目的が情報の取得ではなくページへの訪問自体であるような検

索であるため，このクエリは重要箇所を特定するのにあまり有

効でないと考えられる．実際に，このクエリを元に重要箇所は

検出されなかった．

次に，Yahoo! Sports（注4）の場合について説明する．重要箇

所特定のための典型的クエリとして，“nba scores”，“nascar”，

及び “ncaa” の 3つのクエリが抽出された．NBA はアメリカ

のプロバスケットボールリーグであり，また NASCAR はアメ

リカのモータースポーツの連盟であり，NCAA はアメリカの

大学スポーツの連盟を意味している．したがって，いずれのク

エリも Yahoo! Sports の内容と関連のあるクエリで，重要箇

所を特定するには適切であると考えられる．実際には図 4 のよ

うに強調表示された．

最後に，MetroAirport.com（注5）の場合について説明する．

重要箇所特定のための典型的クエリとして，“detroit metro

airport”，“dtw”，“detroit metropolitan airport” の 3 つが抽

出されたが，それらはいずれもデトロイト空港を表す語集合

であり，MetroAirport.com を解とする [19] における naviga-

tional search のためのクエリであった．したがって，強調表

示されたのは中央の “Welcome to Detroit Metro Airport” と

いう文字列であり，あまり有用な結果が得られなかった．

（注3）：http://www.nytimes.com/

（注4）：http://sports.yahoo.com/

（注5）：http://www.metroairport.com/



6. まとめと今後の課題

Web ページのユーザにとっての重要箇所を特定するために，

まずは Web ページに含まれる語でユーザにとって重要なもの

を，そのページに対する典型的クエリ (それで表される検索意

図にページが適合するクエリ)から抽出した．まず，Web ペー

ジを実際に訪問したクエリを検索エンジンのクエリログを参照

することにより得る．それらの中で，それが典型的クエリであ

るか否かを評価する尺度として，クエリの典型度を定式化した．

その値がある閾値を越えるものを「典型的クエリ」として抽出

した．本論文では，典型度の定式化にあたり，あるクエリ q に

よる検索で実際にページ p を訪れる頻度はクエリ q の実行頻

度，クエリ q による検索でのページ p の順位，及びクエリ q で

表される検索意図にページ p が適合しているか否かの 3つの要

素に影響を受けると仮説を置いた．実験として典型度による典

型的クエリの抽出精度を測定し，その仮説の妥当性を証明した．

典型的クエリに含まれる語集合の Web ページ中の重要説明

箇所を，Web ページのユーザにとっての重要箇所と考えた．語

集合に対してある文書内のどこに関連の高い説明が与えられて

いるかを特定するのに，本論文では黒橋ら [1] の提案した手法

を用いた．

また，Web ページのユーザにとっての重要箇所を強調提示す

るシステムを提案した．具体的にはページに含まれるテキスト

の背景色を変更することにより強調する．

今後の課題は以下の通りである:

（ 1） Web ページの重要箇所強調提示システムの実装及び評

価を行う．

（ 2） システムのインタフェースを改良する．

（ 3） 評価実験を行う．
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