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分類階層を利用した検索エンジンの検索結果の 

構造化とその提示方法の改良 
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あらまし 検索エンジンによって返される検索結果は，単語の多義性などの要因による結果の混濁が生じるこ

とがあり，ランキングに基づく単純なリスト表示では閲覧性の向上に限界がある．本研究では，検索結果のク

ラスタリングとラベリング手法に既存の分類階層との関連性を利用することで，ユーザに検索結果の概観を提

示できるようにする．さらに，多様な視点でクラスタ間の関連を提示可能とし，ユーザの注目内容に応じてク

ラスタやページをブラウズすることを可能にする． 
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Abstract   Since search engines sometimes return a muddy result because of ambiguity of a word, 
ranking based list indication has a limitation about improving readability of results. In this paper, we 
show how the usability of search engine can be improved by presenting relationships among clustering 
results with labeled search results, that are linked to existing hierarchical classification taxonomies. 
Furthermore, we show how relationship among different clusters can be made from various viewpoints 
that can realize advanced browsing of clusters and obtained pages with intentions of the users. 
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1. はじめに 
Web 上の情報量は増加の一途を辿っている．そのような膨

大な情報の中から必要な情報を取得するツールとして検索

エンジンが一般的に利用されている．代表的な検索エンジン

であるgoogle[1]やYahoo[2]が提供している検索エンジンの

検索結果は，独自のランキングに基づくリスト表示に基づい

ているため，検索結果が膨大な場合，ユーザが検索結果の概

観を捉えることや必要な情報をすぐに探し出すには限界が

ある．本論文では，検索結果の容易な閲覧を実現するための

クラスタリングとラベリング手法を提案する．さらに，本論

文では既存の分類階層である Yahoo!Japan カテゴリ[3]を利

用しクラスタに対する上位概念を獲得し，上位概念における

クラスタ間の関連を発見することでユーザにクラスタを参

照する際の指標を提供し，ユーザの注目内容に応じたクラス

タやページのブラウズを可能とする． 

2. 関連研究 

2．1 検索結果のクラスタリング 
検索結果のクラスタリングに関する研究は大きく二つに

分類できる．Web ページの内容に着目してクラスタリングを

行うコンテンツマイニングとWebページのリンク情報に基づ

いてクラスタリングを行うストラクチャマイニングである．

コンテンツマイニングを行う研究として，例えば成田ら

[4][5]の研究がある．ストラクチャマイニングを行う研究と

して大野ら[6]の研究がある．成田らの研究では生成された

クラスタ，ラベルの有用度に関して未評価であり，大野らの

研究ではクラスタに分類されないページが多いという課題

がある．  

また，現在 Web 上に公開されているクラスタリングサーチ

エンジンとして Clusty[7]と kart00[8]がある．Clusty はメ



タ検索エンジンの一種で，検索結果を階層的にクラスタリン

グして，画面左にクラスタをツリー型メニューとして表示し，

画面右に選択したクラスタに属するWebページがリスト表示

される．Clusty は“Velocity”と呼ばれる独自クラスタリン

グエンジンを利用しており，文書を意味のあるグループに自

動組織化する．kartOO は検索結果を Flash を用いて地図を模

したグラフィカルな表現によって提示するメタ検索エンジ

ンで，サイトを都市，サイト間の関連性を道として表現して

いる．本論文では Clusty で得られるようなクラスタに対し

て，サイト間の関連ではなくクラスタ間の関連性を取得する

手法を提案する． 

2．2 上位概念の取得 
語の関係を表す語には様々なものがあるため，それらにつ

いて説明する．「上位語」と「下位語」はそれぞれある語に

対する上位概念や下位概念を表す語である．例えば“サッカ

ー”の上位語は“スポーツ”であり，“サッカー”は“スポ

ーツ”の下位語である．このような上位下位関係の獲得を行

う研究として，新里ら[9]の研究がある．新里らは html 文書

中のタグ情報，df・idf による名詞のスコア，名詞と動詞の係

り受け関係の３種の情報を利用する手法に加えて幾つかの

ヒューリスティックを新たに導入する手法を提案し，下位語

候補集合に対する上位語を獲得し，その精度の向上が図れる

ことを発見した．本論文では既存の分類階層である Yahoo!

カテゴリを用いてある単語に関する上位語を発見する手法

を提案する． 

 

3. 提案手法 
 本論文で提案するシステム“SearchLife”の概要を図 1 に

示す． 初に，検索エンジンの検索結果 100 件に対して，1

つの文書が複数のクラスタに含まれることを許す非排他的

クラスタリングによるコンテンツマイニングを行い，検索結

果のクラスタリングとラベリングを行う．次に，生成された

クラスタとラベル情報を元に，Yahoo!カテゴリを利用して生

成されたクラスタの上位概念を発見する． 後に，生成され

たクラスタを取得した上位概念に基づき分類し，表示する．

各処理の詳細を以下で述べる． 

3．1 検索結果クラスタ生成 

3．1．1 検索結果の取得および形態素解析 
初に，Yahoo!Japan デベロッパーネットワーク[10]が提

供するウェブ検索 Web サービスを利用して検索結果上位 100

件のタイトル，サマリ，URL を取得する． 

 次に，同じく Yahoo!Japan デベロッパーネットワークが提

供する日本語形態素解析Webサービスを利用して上記で取得

した検索結果 100 件のタイトル，サマリ，URL の形態素解析

を行い，名詞のみを抽出する．ここで本サービスを用いて例

えば人名‘村松亮介’を形態素解析した場合‘村松’，‘亮介’

のように 2つの名詞として抽出されてしまう．そこで 2回連

続して名詞が出現した場合には1つの名詞として抽出した結

果をテーブル１として保存し，サービスからのそのままの返

却結果をテーブル２として保存する． 

3．1．2  idf 算出および特徴語の抽出 
 各文書においてその特徴を表すと思われる単語を抽出す

るためタイトルに出現する名詞の idf 値を算出する．単語 t
が出現する文書数を dt(t)とし，Nを比較文書数とすると，（式 

１）のように表すことができる．ここで比較文書数 N は米

Yahoo!公式ブログで 2005 年に発表された yahoo!サーチイン

デックス数 192 億に設定する[11]．また，dt(t)はウェブ検索

Webサービス[6]を利用したときのクエリ tに対する検索結果

マッチ総数とする． 
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図１：システムの概要 

 

１．日本サッカー協会 公式サイト

初期クラスタ１：日本サッカー

特徴語をタイトル内に含む
文書を集合して初期クラス
タ生成

初期クラスタ２：Ｊリーグ

初期クラスタ３：静岡県サッカー

上位クラスタ１：公式

上位クラスタ２：協会

特徴語ではない名
詞の重複による上
位クラスタ生成

手順(1)

手順(２)

２．Ｊリーグ 公式サイト
４．Ｊリーグ 選手名鑑

３．静岡県サッカー協会
５．静岡県サッカー情報

 
       図２：クラスタサイズの平均化とラベリング 
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log

tdt
Nidf =　    （式 1） 

上記（式１）によって形態素解析結果であるテーブル１に保

存される全名詞の idf を求め，各タイトルにおいて以下の２

条件を満足する名詞を特徴語とする． タイトル内に条件を

満足する名詞が存在しない場合はサマリ，URL の順で同様の

処理を行い，条件を満足する名詞を探索する． 

条件 1：idf 大値 

条件 2：検索クエリの部分文字列ではない 

以上のような条件を設定した理由は 3．1．3 節手順(1)にて

述べる． 

3．1．3 クラスタリング 
 本提案手法における検索結果のクラスタリング手法の概

略を図 2に示す． 

 手順(1) 3．1．2節で求めた特徴語集合内における特徴語

の出現回数を計測する．その出現回数 tf と特徴語の idf を用

いて(式２)で表される tfidf を算出し，検索結果集合における

重要単語のランキングを行う．このランキングは手順(2)の

処理によって生成されるクラスタ内における表示順序を示

す． 

idftftfidf ⋅= （式２） 

重要単語をタイトルに含む文書を集めて，クラスタを形成す

る．ここでは非排他的クラスタリングを行い，各文書が 2個

以上のクラスタに含まれることを許す．以下ではここで作成

されるクラスタを初期クラスタと呼ぶこととする．また，ク

ラスタリングの指標とした重要単語を各初期クラスタのラ

ベルに設定する．このとき 3．1．2節の条件 2を付加しない  



class[1] Keyword[中田英寿]
ID:1 Title:nakata.net -- 中田英寿オフィシャルホームページ
ID:4 Title:中田英寿 - goo サッカー日本代表の軌跡
ID:9 Title:中田英寿 - Wikipedia
ID:25 Title:[熊崎敬のヒーロー達の横顔] 孤高の闘将中田英寿 - goo ドイツW杯特集
ID:28 Title:Yahoo!ニュース - 中田英寿
ID:35 Title:中田英寿とは - はてなダイアリー
------------------------------------------------------------
class[2] Keyword[中田小学校]
ID:3 Title:横浜市立中田小学校
ID:13 Title:中田小学校
ID:19 Title:静岡市立中田小学校トップページ
------------------------------------------------------------
class[3] Keyword[中田浩二]
ID:5 Title:中田浩二オフィシャルサイト
ID:74 Title:Yahoo! JAPAN - 中田浩二のプロフィール
------------------------------------------------------------
class[4] Keyword[中田商工会]
ID:2 Title:中田商工会ＨＯＭＥＰＡＧＥ
------------------------------------------------------------
class[5] Keyword[中田宏]
ID:6 Title:横浜市長・中田宏
ID:78 Title:中田宏プロフィール | 松下政経塾
------------------------------------------------------------  

図 3:検索クエリ“中田”の初期クラスタの例 

 

場合，例えば検索クエリが“静岡大学”のとき特徴語として 

“静岡大学”や“静岡”が選択される可能性がある．例えば

この例の場合，検索クエリ“静岡大学”に対する取得検索結

果 100 件中 59 件がタイトル内に“静岡大学”を含み，76 件

が“静岡”を含んでいた．同様に他の 5 個の検索クエリで行

なった結果，取得検索結果 100 件中平均 72 件がタイトル内

に検索クエリを含んでいた．このような検索対象に対して上

記のクラスタリングを行うとタイトル内に検索クエリが存

在する文書を１つのクラスタに集合させることになり1クラ

スタに膨大な文書が含まれてしまい，閲覧性が低下する．初

期クラスタラベルとして検索クエリが設定されることにな

り，クラスタとしての有効性が低下する．そこで，我々の手

法では，条件２を付加することで，クラスタ内文書数の平滑

化を図り，意味のあるラベルが設定されるようにする．作成

される初期クラスタの例を図３に示す． 

手順(2) 手順(1)の手法では得られなかったタイトル間

における名詞のつながりを発見するため，形態素解析結果で

あるテーブル２に保存される名詞で以下の条件を満足する

名詞を発見する． 

条件１:特徴語ではなく，２タイトル以上に出現する名詞 

条件２:その名詞が検索クエリの部分文字列ではない 

条件３:その名詞の idf が 1．5以上 

条件２については手順(1)での理由と同じである．条件３に

ついて，ラベルとして意味を成さないと思われる語，例えば

com，jp，co など多くの Web ページで使用される名詞を排除

するため，経験的に設定した．以上の条件を満たす名詞が使

われているタイトルを含む初期クラスタを併合し新たにク

ラスタを作成する．以下では，このクラスタを上位クラスタ

と呼ぶこととする．上位クラスタ内の初期クラスタの表示順

序は(1)で求めた tfidf によるランキングに従うこととし，そ

の名詞を上位クラスタのラベルに設定する．併合が行なわれ

なかったクラスタに関して，初期クラスタ内文書が１個のク

ラスタに関しては“その他”のクラスタに分類する．例えば

図 3 のような初期クラスタに対して上記の処理を行う場合，

class[2]に所属する ID3 のタイトル内の“横浜”という名詞

は class[5]の ID6 のタイトル内にも出現する．この場合，こ

れら２個の初期クラスタを併合して“横浜”をラベルとする

上位クラスタを作成する． 

3．2 クラスタリング手法の評価 

3．2．1 評価方法 

本論文では，成田ら[4]の実験で提案されているクラスタ 

表１：用語の定義 

被評価検索 

エンジン 

本システム 

判定用検索 

エンジン 

Yahoo!Japan デベロッパーネットワークウェ

ブ検索 Web サービス 
org 被評価検索エンジンで検索したときの検

索結果全体(100 件) 
clst org のうち「クラスタラベル」のクラスタ

に含まれている検索結果 

α org のうち判定用検索エンジンで「検索キ

ーワード」＋「クラスタラベル」で AND 検

索を行なったとき，その上位１００件の検

索結果に含まれている検索結果 

β αのうち，clst に含まれる検索結果 
etc 「その他」クラスタ 

＊各記号を｜｜で括ったものはその要素数を示す． 

 

    表３：５つの検索クエリについての実験結果 

検索クエリ 平均再現

率 

平均適合

率 

クラスタ

リング率 

無料 49．8% 71．5% 87．0%

壁紙 41．2% 75．1% 68．0%

アイドル 57．0% 71．4% 65．0%

ワールドカップ 39．1% 58．0% 75．0%

チケット 37．6% 71．8% 80．0%

 

  表４：５つの検索クエリについての集計と比較 

システム名 平均再

現率 

平均適

合率 

F 値 クラスタリ

ング率 

成田ら[4] 28．7% 83．3% 42.7 68．5%

提案手法 40．9% 67．8% 51.0 75．0%

 
再現率，クラスタ適合率，クラスタリング率と一般的な F値

(調和平均)を用い，提案手法によって生成された上位クラス

タの妥当性を評価する．まず，各用語の定義を表１に示す． 

検索結果全体において，あるクラスタに含まれるべき検索

結果のうち，実際に含まれている検索結果の割合を示す指標

をクラスタ再現率(recall)として(式３)により定義する． 

100
||
||
×=

α
βrecall        （式３） 

あるクラスタに含まれている検索結果のうち，そのクラス

タに含まれるべき検索結果の割合を示す指標をクラスタ適

合率(precision)として(式４)により定義する． 

       100
||

||
×=

clst
precision β

  （式４） 

全検索結果のうち，どれだけの検索結果が「その他」以外

のクラスタに振り分けられたかを示す指標としてクラスタ

リング率(clster)を（式 5）により定義する． 

  

 

 



表２：“静岡大学”でのクラスタリング結果 

クラスタラベル 

クラス

タ内件

数 

クラスタ 

再現率 

クラスタ 

適合率 

アパート 2 16．67% 50%

キャンパス 5 7．69% 40%

サッカー部 3 100% 66．67%

センター 2 9．09% 50%

ネットワーク 2 25% 50%

パスナビ 2 0% 0%

ホーム 10 25% 40%

マンション 2 0% 0%

ライフ 3 16．67% 33．33%

下宿 2 50% 100%

不動産 3 60% 100%

中学校 5 66．67% 40%

公式 6 9．09% 33．33%

受験 3 25% 66．67%

図書館 4 30% 75%

国立 2 8．33% 50%

学部 16 37．5% 56．25%

工学科 6 60% 50%

工学部 6 27．78% 83．33%

旺文社 2 0% 0%

法人 2 16．67% 50%

浜松 2 11．11% 100%

研究会 3 50% 100%

研究室 2 25% 100%

硬式 3 100% 100%

財産 2 50% 100%

野球部 3 75% 100%

附属 4 33．33% 75%

電子 7 37．5% 42．86%

静大 3 8．33% 66．67%

静岡市 4 0% 0%

静岡大学吹奏 2 0% 0%

静岡大学陸上競技 2 100% 100%

静岡県立大学 2 20% 100%

静岡英和学院大学 2 50% 100%

Shizuoka 3 10．71% 100%

静岡県 2 0% 0%

Wikipedia 2 100% 100%

Department 2 16．67% 100%

その他 26   

 

100×
−

=
org
etcorg

clster      (式５) 

再現率と適合率のＦ値(調和平均）を（式６）により定義 

クラスタラベル；中学校

クラスタラベル：岐阜県

クラスタラベル
“静岡大学”

教育

大学

東海

静岡県

クラスタラベル：浜松

・静岡県立大学 - Wikipedia
・静岡県立大学への行き方 - 教えて!goo

・岐阜県公式サイト
・岐阜県サッカー協会

クラスタラベル：静岡県立大学

・ 静岡大学附属島田中学校公式サイト
・ 静岡大学教育学部附属浜松中学校

・ 第１２回テクノフェスタイン浜松  
図 4：参照クラスタと関連クラスタの例 
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3．2．2 実験結果と評価 
検索クエリ“静岡大学”に対して生成された各クラスタの

クラスタ内件数，クラスタ再現率，クラスタ適合率を表２に

示す．成田ら[4]の研究における実験用検索クエリ‘無料’，

‘壁紙’，‘アイドル’，‘ワールドカップ’，‘チケット’を本

システムでクラスタリングしたときの平均再現率と平均適

合率，F 値，クラスタリング率を表３に示す．本システムと

成田ら[4]のシステムにおける５つの検索クエリに対する平

均再現率と平均適合率，F値,クラスタリング率の集計を表４

に示す．表４から成田らの手法と比較するとクラスタ再現率

とクラスタリング率は上昇，クラスタ適合率は低下している

ことが分かる．クラスタ再現率に関しては非排他的クラスタ

リングを行なったことで上昇した．クラスタリング率に関し

ては初期クラスタに対してクラスタリング結果の改善手法

を適用したことで上昇した．適合率に関しては 3．1．3節手

順(2)における初期クラスタ併合の際にラベルとは関係のな

い文書が属してしまっていることが低下の要因であると考

えられる． 

3．3 上位語によるクラスタの分類と閲覧支援 
本論文で提案した手法によって生成された上位クラスタ

に対する，上位語を求める．上位語を取得することによって，

今までの出現文字列によるクラスタリング手法では無関係

であった文書が，上位語を介して参照できるようになる．例

えば図４にあるようにクラスタラベル“静岡大学”や“中学

校”という言葉の上位語として「教育」が考えられ，ユーザ

の注目内容が「教育」であった場合，“静岡大学”に関する

クラスタを参照した後，新たに多数のクラスタを探索するこ

となく，同時に“中学校”に関するクラスタも即座に参照可

能となる．上位語の取得には，Yahoo!Japan デベロッパーネ

ットワークが提供する Yahoo!カテゴリ Web サービスを利用

する．このサービスは検索単語を含んだURLをリクエストし，

検索単語に関するカテゴリ情報，またそのカテゴリに登録さ

れている Web サイトのタイトル，サマリ，URL が結果として

返される．例えば検索単語“静岡大学”をこのサービスにリ

クエストした場合，カテゴリ情報として「トップ  地域情

報  日本の地方，都道府県  東海  静岡県  教育  大

学  静岡大学」が返される．この場合“静岡大学”の上位

語として「教育」と「大学」が取得できるようにする．また，

厳密には上位語ではないが「地域情報 日本の地方，都道府

県 東海 静岡県」というカテゴリも“静岡大学”の「場所」

を説明するものであり，ユーザの注目内容が「場所」であっ

た場合には有効なカテゴリであるため，可能な限りカテゴリ

を活用できるようにする．  

                    



表 5:カテゴリ取得の例 

上位クラスタラベル 取得したカテゴリ 

アパート ビジネスと経済  不動産  ガイド  マンション 

キャンパス 教育  大学 

サッカー部 地域情報  日本の地方，都道府県  東海  静岡県  教育  大学  静岡理工科大学  運動部，体育会 

センター 教育 

ネットワーク ネットワーク     

パスナビ 教育  大学  Campus Navi 

ホーム 地域情報  日本の地方，都道府県  東海  静岡県  教育  大学  静岡大学 

マンション 不動産  ガイド  マンション 

ライフ ライフ 

下宿 ビジネスと経済  不動産  賃貸 

不動産 地域情報  日本の地方，都道府県  東海  静岡県  市町村  静岡市  ビジネスと経済  ショッピング

とサービス  不動産  不動産仲介業  賃貸 

中学校 地域情報  日本の地方，都道府県  東海  静岡県  市町村  浜松市  区  中区  教育  中学校 

公式 公式     

受験 受験   教育  大学 

図書館  各種資料と情報源  図書館  大学図書館 

＊ 下線はそのカテゴリが上位クラスタラベルに対する上位語であることを示す 

 

3．3．1 上位語の取得 
できる限り多くのクラスタの上位カテゴリを取得し，上位  

語の抽出精度を高める目的で以下の２手法を提案する．手法

１は純粋に上位クラスタラベルを検索単語としてカテゴリ検

索し，上位語の獲得を試みる手法である．手法２は上位クラ

スタ内文書を元に検索する手法で，クラスタ内文書が既に

Yahoo!カテゴリに登録されている場合は優先的にそのカテゴ

リを取得し，上位語の獲得を試みる手法である． 

・手法１  

(1) 各上位クラスタラベルを検索単語としてカテゴリ検索を

行う． 

(2) 上位クラスタラベルでカテゴリ検索を行う場合，ラベル

の idf は比較的小さく，多義語である可能性が高くクラス

タ内要素に関係のないカテゴリが取得されてしまう可能

性が高い．そこでカテゴリ取得成功の場合，取得したカ

テゴリについて各階層の idf を算出し，上位クラスタラベ

ルの idf より高い場合はその階層を取り除く．ただし．カ

テゴリ内には「日本の地方，都道府県」や「趣味とスポ

ーツ」のように１カテゴリに２単語含まれるカテゴリが

存在する．そこで．そのようなカテゴリは単語毎に分割

し，別個に idf を求め，上位クラスタラベルの idf との判

定にはそれらの平均値を適用する． 

 

・手法２ 

(1) 上位クラスタ内のタイトルのうち，上位クラスタラベル

をタイトルに含むタイトルでカテゴリ検索を行う．この

処理によって得られた検索タイトルのサイトが Yahoo! 

カテゴリに既登録であった場合，そのカテゴリを取得す 

ることになる．この時点でカテゴリ取得できた場合は， 

 

上位語取得の処理を終了する． 

(2) ステップ１でカテゴリ取得が行なわれなかった場合，初

期クラスタラベルを検索単語としてカテゴリ検索を行

う．ただし，検索成功の場合でも取得カテゴリ内に上位

クラスタラベルが含まれない場合は上位カテゴリとし

て適用しない．この時点でカテゴリ取得できた場合は上

位語取得処理を終了する．                                    

(3) カテゴリが未取得の上位クラスタに関して手法１の処 

理を行う． 

3．3．2 取得カテゴリに関する評価実験 
検索クエリ“静岡大学”に対するカテゴリ取得の例を表 5

に示す．上記２手法の比較を行うためカテゴリ取得率，カテ

ゴリ取得精度を定義する． 

・カテゴリ取得率 

本システムによって生成された上位クラスタラベルのう

ち，何個のクラスタラベルについてカテゴリを取得できたか

を示す指標である． 

・上位語取得精度 

 カテゴリ取得が行なえた上位クラスタのうち，何個の上位 

クラスタが正しい上位語を取得できたかを示す指標である． 

取得したカテゴリ内に上位クラスタラベルの上位語と思わ

れる語を発見した場合には，上位語取得成功とする．人名と

して使われたり，地名としても使われるような複数の意味を

持つような名詞は上位クラスタ内文書を参照し，その名詞の

意味を把握して判断する． 

3．3．3 実験結果と評価 
手法１と手法２に関する５つの検索クエリに対する実験結 

表６：手法１に関する５つの検索クエリに対する結果 



検索クエ

リ 

上位クラス

タ数 

カテゴリ

取得率 

上位語取

得精度 

静岡大学 30 93．3% 78．6%

京都 22 77．3%    41．1%

中田英寿 29 93．1% 40．7%

サッカー 28 89．3% 48．0%

情報 32 78．1% 56．0%

 

表７：手法２に関する５つの検索クエリに対する結果 

検索クエ

リ 

上位クラス

タ数 

カテゴリ

取得率 

上位語取

得精度 

静岡大学 30 96．7% 96．6%

京都 22 90．9% 75．0%

中田英寿 29 93．1% 40．7%

サッカー 28 92．9% 57．9%

情報 32 90．6% 69．0%

 

表８：手法の比較 

手法名 平均カテゴリ取

得率 

平均上位語取得

精度 

手法１ 86．22% 52．88%

手法２ 92．84% 67．84%

 

 
  図 5：検索結果提示インターフェース 

 

果をそれぞれ表６と表７に示す．また手法１と手法２の５つ

の検索クエリに対する各手法の平均値を表８に示す． 
表８より，手法２を用いたときのほうがより多くのカテゴ           

リを取得でき精度もよいことが分かる．これは手法１は検索

単語が多義語であった場合などに全く違う領域の上位語が 

獲得されやすいためと考えられる．我々の試作システムでは，

手法２を用いて上位語取得を行っている． 

3．4 検索結果提示インターフェース 
図 5 にブラウザとして Mozilla Firefox[12]を使用したと

きの本システムの検索結果のインターフェースを示す．画面

左に生成された上位クラスタ，画面中央に上位クラスタ内文

書，画面右に関連クラスタを表示した．ユーザが画面左の上

位クラスタのいずれか，もしくは関連クラスタのいずれかを

クリックすると画面中央の上位クラスタ内文書と画面左の

関連クラスタが切り替わる仕組みである． 

 

4． おわりに 

本論文では，コンテンツマイニングによる検索結果のクラ

スタリングと既存の分類階層との関連性を利用した検索結

果の構造化手法を提案した．クラスタリングに関して，非排

他的クラスタリングを行なったことで再現率に関しては良

好な結果を得ることができた．今後の課題として，上位語取

得精度の向上，本システムを利用した時の検索効率の検証の

２点が挙げられる．前者については上位クラスタラベルによ

るカテゴリ検索の上位語取得精度が低いため，手法の改善を

試みる必要がある．後者については google や Yahoo!などが

提供するリスト表示型検索エンジンと Clusty などが提供す

るクラスタリングサーチエンジンと本論文で提案したシス

テムの３つを実際に使用したしたときのWebページ収集時間

の差等，複数の側面からシステムを評価する必要がある． 
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