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あらまし 近年の情報量の爆発に伴い，情報の信頼度の重要性が強く認識されるようになってきた．一方，Web上で

ユーザがブックマーク情報を作成し，興味や関心を持ったページを管理，分類，共有するサービスであるソーシャル

ブックマークが注目され，普及し始めている．ソーシャルブックマークでは，ユーザがブックマークするという行為や

それに付与されたタグをユーザのWebページに対する興味や嗜好を表す指標とみなすことができる．本稿では，ソー

シャルブックマーク上でのWebページを Authority，ユーザを Hubとみなし，HITSの概念を利用してWebページ

の評価値を算出することにより，ユーザの嗜好，信頼度に基づいたページの評価手法を提案し，評価実験によりその

有効性を検証する．
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Abstract With the recent information flood, trust of information is gaining a lot of attention in information uti-

lization. Social bookmarking is a new type of information sharing services and allows individuals to bookmark and

annotate web pages which he/she is interested in or impressed by. It is attracting more attention and has become

more popular. In the social bookmark services, users’ bookmarking and annotations given by tags are informative

indicators of user interests to the web pages. In this paper, we propose a method to evaluate trust and significance

of web pages based on the social bookmarks. Extending the HITS approach, we regard web pages as Authority and

users as Hubs and evaluate trust and significance values of web pages. We show usefulness of the proposed approach

by experimental evaluation.
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1. は じ め に

近年の情報量の爆発に伴い，情報の信頼度の重要性が強く認

識されるようになってきた．溢れかえる情報に埋もれてゆく情

報も存在する．また，ユーザは膨大な情報から自分にとって必

要な情報を取捨選択することをより一層強いられている．

一方，Yahoo!や Google などのWeb検索エンジンは私たち

に非常に有益な情報をもたらし続けている．検索エンジンの登

場，発展により，膨大な情報量を持つWebから必要な情報を

簡単に検索できる．これにより，知識の獲得，調査の効率が格



段に向上したことは言うまでもなく，Web検索エンジンの功績

は非常に大きい．

Googleや PageRank [2]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が現在のWeb検索エンジ

ンの主要なWebページの評価手法である．GoogleのWeb検

索エンジンとしての成功により，PageRankは有効なWebペー

ジの評価手法として広く認知された．また，PageRankと同様

に広く認知されているWebページの評価手法に，HITS [1]が

ある．HITSは特定のトピックによって代表される特定のWeb

ページ集合を対象とした手法である．PageRank，HITS とも

に，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，リンクにはペー

ジ作成者の何らかの意図があるという前提によるものである．

近年，BlogやWiki，SNSのような様々な形態のWebサイ

ト，Webサービスの誕生により，ページ間には様々な形でリン

ク関係が生成されるようになってきた．リンク関係の中には，

ページ作成者の意図とは無関係にアプリケーションによって自

動生成されるものが存在し，前述のリンク構造を基にしたアル

ゴリズムの前提とは異なる環境となりつつある．また，それら

の新たなWebサイトの増加に伴い，スパムトラックバックや

コメントスパムなどによる悪質なスパム行為が増加し，問題

となっている．このような環境においても，リンク構造による

ページの評価手法が有効であることに変わりはないが，より

ユーザの意図を反映した手法による評価や補完が必要であると

考えられる．

インターネットの普及が始まったころから，Web ブラウザ

にはブックマークという機能が搭載されていた．ブックマーク

では，ユーザがお気に入りのWebページを登録し，独自に管

理することができる．ブックマークされたページは，お気に入

りのページであり，ユーザからのある評価を与えられた有益な

ページと言える．しかし，Webブラウザのブックマーク機能は

ユーザ以外が知ることは難しく，オープンなものではなかった．

一方，近年ソーシャルブックマークに対し，注目が高まって

いる．ソーシャルブックマークはWeb上でユーザがブックマー

ク情報を作成し，興味や関心を持ったページを管理，分類，共

有するサービスである．ユーザは各自のブックマーク情報に独

自の注釈をタグによって与え，管理することができる．Webブ

ラウザのブックマーク機能と違い，他のユーザのブックマーク

情報を閲覧することができたり，多くのユーザの評価を得てい

るページを知ることができる等，よりユーザ間の情報共有を意

識したサービスとなっている．ソーシャルブックマークでは，

あるWebページに対して，何人のユーザがブックマークをし

ているかという情報を知ることができ，これを一種のページの

評価の指標として用いることができる．また，興味の対象が異

なる様々なユーザが存在し，様々なページがブックマークされ

ている．

ユーザがブックマークするという振舞は，ページに対して評

価を与えることである．しかし，ユーザによってその嗜好も異

なり，ユーザによってはある特定の分野には詳しくないかもし

れない．その分野におけるユーザの見識は，ユーザのその分野

における信頼度とみなせる．そして，信頼のおけるユーザから

評価されているページは信頼できる情報源である可能性が高く，

また，信頼できるページを評価しているユーザも信頼できる可

能性が高い．これは，HITS における Authority と Hub の関

係と類似する．

そこで本稿では，ソーシャルブックマークにおけるWebペー

ジをAuthority，ユーザをHubとみなし，HITSの概念をWeb

ページとユーザの関係に拡張し，Webページを評価する手法を

提案する．本稿ではこの手法を S-BITS(Social-Bookmarking

Induced Topic Search)と呼ぶこととする．S-BITSでは，Web

ページとユーザ間の相互のブックマーク・被ブックマークの関

係を強化することで，ユーザの信頼度を評価し，またそれを通

して，Webページの評価値を算出する．これにより，膨大な情

報に埋もれ，検索結果上位に表れないページや発見することが

困難なページを抽出する．また，対象とするページ集合をユー

ザの評価を得ているページに拡張するために，ブックマークの

際の頻出なタグの集合に着目することで，対象ページ集合の拡

張を行う．

本稿の以降のセクションの構成は以下のとおりである．まず，

2章ではソーシャルブックマークおよび HITSについて記述す

る．3 章では，我々が提案するWeb ページの評価手法である

S-BITS について，詳細を述べる．4 章では，提案手法の有効

性を測るための評価実験について述べる．5章では，過去の関

連する研究について概観する．最後に，6章で本稿の結論を述

べると共に，今後の課題について述べる．

2. 前 提

2. 1 ソーシャルブックマーキング

ソーシャルブックマークは近年注目を集めているWeb2.0の

概念を持つサービスの一つである．ソーシャルブックマークは

Web 上でユーザがブックマーク情報を作成し，興味や関心を

持ったページを管理，分類，共有するサービスである．ユーザ

は各自のブックマーク情報に独自の注釈をタグによって与え，

管理することができる．“万人による注釈”という意味を持つ

Folksonomyの概念を実現しており，人手によって注釈を与え

られた情報源である．また，様々な価値観を持ったユーザによっ

て評価を与えられ，フィルタリングされた一定の信頼性を有す

る情報源であると言える．

2003年に del.icio.us [13]がサービスを開始し，現在では 100

万人を超えるユーザを獲得している．2004年ごろから普及し始

め，現在では，はてなブックマーク [14] などの様々なソーシャ

ルブックマークサービスが存在する．ソーシャルブックマーク

が誕生した当初は，Webに関連したトピックに高い興味を示す

ユーザによって形成されたネットワークであったが，現在では，

より広範囲なユーザに浸透し，政治や音楽，コミック，アート

など，より一般的な話題に対して興味を示すユーザやそれらに

関連するユーザも加わり，多様な情報を持ち，かつ一定の信頼

性を有する情報源へと成長し続けている．

ソーシャルブックマークは，様々なユーザによって作られる

一種のソーシャルネットワークであるため，ユーザによって嗜



図 1 ソーシャルブックマークの構造

好も異なり，特定の情報に対する見識にはばらつきがある．な

かには特定のトピックに対して非常に詳しいユーザがいたり，

少しかじった程度のユーザもいたりする．一般的に，見識のあ

る人がよい評価を与えているものは信頼度が高く，逆に見識の

浅い人の評価は信頼度が低い．

あるWebページには複数のユーザがブックマークをしてお

り，何人のユーザがブックマークをしているかという情報は

Webページの信頼度や品質を測る１つの指標と言える．Yanbe

ら [3] はこの指標を SBRank と名付け，SBRank がWeb ペー

ジの品質を測る上で有益な指標であることを示している．

また，ユーザは独自の価値観で任意のタグを用い，ページに

注釈を付けることができる．多くのユーザは対象ページを表す

キーワードやカテゴリーに関する単語やフレーズをタグとして

用いている．興味深い点として，ユーザの感想やブラウジング

の振る舞いに関するタグ，“usuful”, “おもしろい”, “あとで読

む”などのフレーズもタグとして用いられることがある．多く

のソーシャルブックマークサービスでは，複数のタグを 1つの

Webページに与えることができ，タグ集合で意味を持つことも

少なくない．たとえば，書籍の通信販売のサイトには “book”,

“shopping”のような複数のタグが与えられる．ユーザによるタ

グを利用した注釈付けも，対象Webページの信頼度や品質を

測る上で一定の有益性を有する．

ソーシャルブックマークにおける，ページ，ユーザ，タグの

関係について考える (図 1)．ユーザ ui がページ pj をブック

マークをする際，各エッジには 0個以上のタグによって形成さ

れるタグの集合が与えられる．本稿では，ユーザ ui がページ

pj へのブックマークに与えたタグ集合を，ブックマークタグ集

合 BTij = {tij
1 , ..., tij

n }とする．また，ユーザ ui がブックマー

クタグ集合 BTij を用いて pj をブックマークしていることを

ui

BTij
; pj と記す．任意のタグ tij

k は，単語，フレーズによって

形成される．

2. 2 HITS(Hyper-link Induced Topic Search)

HITS [1] は PageRank と並び，リンク構造解析の手法とし

て広く認知されている手法である．J. Kleinberg はWebペー

図 2 HITS におけるグラフ構造

ジに対して Hubnessと Authorityという 2つの重要な概念を

導いた．Hubとは多くの out-link(参照)を持つページのことで

ある．Hubの基本的概念は”特定のトピックの情報のまとめ役

であり，多くの有用性のあるページを参照するページ”である．

一方，Authorityとは多くの in-link(非参照)を持つページのこ

とである．Authorityの概念は”特定のトピックにおいてよき

コンテンツを持っていて人々に信用され，参照されるページ”

である．

また，良き Hub は多くの良き Authority を参照し，良き

Authority は良き Hub から参照されるという関係がある．こ

れらの関係は bipartite sub-graphによって表現される (図 2)．

各ページに対する評価は Authority スコア，Hub スコアに

よって評価される．ページ i の Authority スコア ai，Hub ス

コア hi は以下の式で表される．

ai =
X

(j,i)∈E

hj hi =
X

(i,j)∈E

aj (1)

ただし，(i, j)は iから j へのリンクを表し，E は (i, j)などを

要素として持つ，全リンク関係の集合である．HITSでは，上

記の計算を両スコアが平衡の状態になるまで繰り返す．

HITSでは一般的に検索エンジンにクエリを発行し，検索結

果として得られる上位 n 件のページ集合を対象とする．この

ページ集合をルート集合と呼ぶ．その後，ルート集合に含まれ

る各ページが持つ out-linkと in-linkの参照関係にあるページ

を収集し，これをベース集合と呼ぶ (図 2)．ベース集合を対象

とし，Authority スコア，Hub スコアを計算することにより，

検索クエリによって表されるトピックにフォーカスしたグラフ

を対象としたリンク構造解析，およびページのランキング付け

を可能とする．

3. 提 案 手 法

本章では，ソーシャルブックマークから得られる情報を利用

し，ユーザ視点での有益なページの抽出手法について提案する．

本研究では，ソーシャルブックマークから得られる情報につ

いて以下の仮定をする．



• ユーザのブックマークをするという振舞はページに対し

て正の評価を与えることである．

• 多くの良きユーザからブックマークされているページは

良きページである．

• 多くの良きページをブックマークしているユーザは良き

ユーザである．

上記の仮定は HITSの概念に類似するものであり，HITSの

概念をソーシャルブックマークのページとユーザとの関係に適

用したものである．本稿で取り上げるこれらのページの評価手

法を S-BITS(Social-Bookmarking Induced Topic Search) と

呼ぶ．

3. 1 概 要

HITS では，ページとページとの間の参照，非参照 (hyper-

link)の関係によって作られるグラフを対象としているが，本手

法では，ユーザからページへのブックマーク，ページからユー

ザへの被ブックマークから作られるグラフを対象としている．

これにより，ユーザからのブックマークという形での評価によ

る多数決的なページの評価が可能になる．加えて，高いスコア

を与えられているより信頼できるユーザからの評価を重くする

ことで，ユーザの信頼度を基にした，ページの評価を行う．

また HITSでは，対象とするWebページをWebページの持

つ in-linkと out-linkにより参照されるページの集合へ拡張す

る手法を取っているが，S-BITSでは，頻出なタグ集合に着目

し，頻出なタグ集合を包含するブックマークタグ集合でユーザ

がタグ付けしているページの集合に拡張する．

本手法のアルゴリズムは以下の通りである．

（ 1） ユーザからキーワード集合 K が与えられる．このと

き，K を用いて検索エンジンから上位 n件のページを収集する

(ルート集合 R)．また，ソーシャルブックマークサービスを利

用して，ルート集合 Rの各ページをブックマークしているユー

ザを集める (ユーザ集合 U)．同時に各ページへ付与されている

ブックマークタグ集合 BTij を集め, それらを要素とするルー

トタグ集合 T を生成する．

（ 2） T 中において，頻出なタグ集合を抽出する (T ′)．U 中

のユーザが頻出なタグ集合 FT ∈ T ′ を包含する BTij をブック

マークタグ集合として用いてブックマークしているページを収

集し，Rとマージする (ベース集合 B)．

（ 3） ベース集合 B とユーザ集合 U からなるグラフを対象

に，ページの Authority スコア，ユーザの Hub スコアを計算

し，Authorityスコアを基に，ページのランキングを行う．

以下では，これらの各ステップについて詳しく述べる．

3. 2 データ収集

まず，評価の対象となるWebページとユーザの収集を行う．

キーワード集合K と関連のあるページを収集するために，検索

エンジンから上位 n件のWebページを収集する．この収集し

たページ集合をルート集合 Rと呼ぶ．ルート集合のWebペー

ジは，従来のリンク構造や tf-idfなどの評価手法によってキー

ワード集合K との関連が高いページとして抽出されたものであ

り，ある程度の信頼度を持っていると考えられる．ルート集合

Rの各ページが何人のユーザにブックマークされているか，ま

たユーザが対象ページにどんなタグ集合を与えているかの情報

をソーシャルブックマークから情報を取得することで収集する．

収集されたユーザの集合をユーザ集合 U とする．また，ユー

ザ ui ∈ U からページ pj へのブックマークタグ集合 BTij を集

め，ルートタグ集合 T (= {BTij |ui

BTij
; pj})を生成する．

3. 3 対象Webページの拡張

HITSでは，リンク関係によるグラフ作成のためにルート集

合からベース集合への拡張を行った．本手法では，以下の目的

のためにページの拡張を行う．

• 検索エンジンからは得られないが，ユーザの評価を得て

いるページを獲得する

• キーワード集合 K に関係のあるページを増やし，ユー

ザの信頼度をより大きなグラフで測る

より詳しく説明すると，１つ目は，多くの情報に埋もれ，検索

エンジンからは発見することが困難だが，ユーザによって評価

されているページを抽出するためである．２つ目は，ユーザの

信頼度をより正確に計算することを通して，各ページの評価に

信頼できるユーザの評価を高め，信頼できない，または，対象

としているページ集合に対してあまり詳しくないユーザからの

影響を小さくするためである．

対象ページの拡張は，キーワード集合 K と類似した内容を

持つページに対してのみ行う．ソーシャルブックマークでは，

ユーザが各ページに対してブックマークタグ集合を与え，管理

している．ブックマークタグ集合は，そのページのコンテンツ

の内容を表すタグよって形成されていることが多数である．そ

こで，ルート集合に対して与えられたルートタグ集合 T 中の

ブックマークタグ集合に頻繁に出現するタグの組合せを抽出し，

そのタグの組合せを含むブックマークタグ集合でブックマーク

されているページを含めることで対象ページの拡張を行うこと

を考える．

上記の頻繁に出現するタグの組合せを抽出するため，相関

ルールマイニングの手法 [11]を応用する．各タグをアイテムと

みなした場合，T 中の各ブックマークタグ集合 BTij ∈ T はト

ランザクションと見なすことができる．そこで，T 中の頻出ア

イテム集合を抽出し，頻繁に出現するタグの組合せとして用い

る．具体的には，頻出アイテム集合を最も特徴付ける極大頻出

アイテム集合 [12]の集合 T ′ として抽出する．極大頻出アイテ

ム集合は，最小サポート値以上のアイテム集合の中で，その超

集合を持たないアイテム集合であり，最大公約数的に頻出アイ

テム集合を生成することができる．T ′ 中のタグ集合を用いる

ことで，巨視的なトピックを表すタグ集合をできるだけ排除し，

キーワード集合 K との関連が高いタグ集合を抽出することが

できる．

ルート集合 R を以下のように拡張して，ベース集合 B を

得る．

B = R ∪ { pj | ui

BTij
; pj ∧ ui ∈ U

∧ FT⊂
=BTij ∧ FT ∈ T ′}

(2)



図 3 S-BITS のグラフ構造

ただし，実際には各 FT に対応して上記の条件を満たす全て

のページ pj を収集すると，収集コストが掛かる上に重複も多

い．そこでランダムに選択した m ページずつ収集することと

する．後述する実験では，m = 5程度で十分なページ拡張がで

きている．

ベース集合 B，ユーザ集合 U をノードとし，その間のブック

マーク関係 E をエッジとすることで，図 3 のようなグラフが

生成される．

3. 4 評価値の算出

先に述べたように，ソーシャルブックマークにおけるページ

を Authority，ユーザを Hubとみなし，HITSの概念を拡張す

ることで，ページ-ユーザ間の関係を相互に強化しながら，ペー

ジのスコア，ユーザのスコアを計算する．両スコアの詳細な算

出方法を図 4 に記述する．ページのスコアを算出する対象は，

ベース集合に含まれる各ページであり，ユーザのスコアを算出

する対象は，ユーザ集合 U に含まれる各ユーザである．スコア

の算出は，HITSと同様であり，ページスコア，ユーザスコア

が平衡をむかえ，収束するまで計算を繰り返す．収束条件の閾

値 ϵp，ϵu は十分に小さい値に設定する．α 回目の繰り返しに

S-BITS

p0 = {1, 1, 1, ..., 1};
u0 = {1, 1, 1, ..., 1};
α = 1;

Repeat

foreach pi ∈ ベース集合 B

pα
i =

P

(j,i)∈E uα−1
j

foreach ui ∈ ユーザ集合 U

uα
i =

P

(i,j)∈E pα−1
j

// normalization

pα = pα / ∥pα∥1

uα = uα / ∥uα∥1

until ∥pα − pα−1∥1 < ϵp and ∥uα − uα−1∥1 < ϵu

return pα and uα

end

図 4 S-BITS の評価値算出アルゴリズム

おける一方のスコアは α − 1回の繰り返しを行った，他方のス

コアの影響を受ける．繰り返し計算を行うことで，ユーザの信

頼度が重みづけされてゆき，それによってページの評価値が決

定される．これにより，ユーザの嗜好や信頼度を基にしたペー

ジの評価が行われる．

4. 評 価 実 験

提案した手法の有用性を測るために評価実験を行った．Ya-

hoo!のオリジナルランキング，SBRank値の優劣によるランキ

ング，ルート集合 R のみを対象とした S-BITS のランキング，

ベース集合 B を対象とした S-BITS のランキングの 4 つのラ

ンキングの妥当性を比較・検討する．以下のような環境におい

て実装し，実験を行った．

• 検索エンジン API：Yahoo Search API [15]

• 対象ソーシャルブックマーク：はてなブックマーク

• 実装言語：Ruby 1.8.6

• キーワード集合 K：

“open social”, “web design”, “写真 ブログ”, “年賀状”,

“leopard”, “playstation3”, “action script”

SBRank，S-BITSは Yahoo! Search APIから上位 200件を

取得し，そこからソーシャルブックマークサービスに登録され

ているページを抽出した．抽出した情報を基に，それぞれの評

価手法でスコアを算出し，ランキングを作成した．この実験は，

手作業による判定には作業量的限界があるため，上位 30件の

みを対象とする．

まず，キーワード集合 K に対するページの関連性を手作業

で判別した．どの評価手法であるかという心理的影響を避ける

ために，各評価手法に関わる情報がまったく記載されていない

同一フォーマットで記述されたファイルにより，検索結果の各

ページがキーワード集合に適合しているかどうかを評価した．

各ランキングの上位 k件における適合率を図 5～11に示す．

図 5 キーワード集合 “open social” におけるランク k の適合率

表 1 キーワード集合 “open social”から得られた頻出タグ集合

Tag Set Support

api, google, sns 0.094

opensocial, google, sns 0.088

api, opensocial, google 0.072



図 6 キーワード集合 “web design” におけるランク k の適合率

表 2 キーワード集合 “web design” から得られた頻出タグ集合

Tag Set Support

web デザイン 0.242

webdesign 0.157

web, design 0.152

css, design 0.080

図 7 キーワード集合 “写真 ブログ” におけるランク k の適合率

表 3 キーワード集合 “写真 ブログ” から得られた頻出タグ集合

Tag Set Support

ブログ 0.114

写真 0.110

photo, blog 0.054

ブログパーツ, blog 0.050

図 8 キーワード集合 “年賀状” におけるランク k の適合率

表 4 キーワード集合 “年賀状” から得られた頻出タグ集合

Tag Set Support

印刷, 年賀状 0.069

素材, 年賀状 0.069

郵便, 年賀状 0.057

図 9 キーワード集合 “leopard” におけるランク k の適合率

表 5 キーワード集合 “leopard” から得られた頻出タグ集合

Tag Set Support

leopard, mac 0.210

apple, mac 0.140

apple, leopard 0.074

mac os x, leopard 0.061

図 10 キーワード集合 “playstation3”におけるランク k の適合率

表 6 キーワード集合 “playstation3”から得られた頻出タグ集合

Tag Set Support

ゲーム, ps3 0.073

sony, game, ps3 0.066

図 11 キーワード集合 “action script”におけるランク k の適合率

表 7 キーワード集合 “action script”から得られた頻出タグ集合

Tag Set Support

actionscript, flash 0.311



図 12 各ランク k での全クエリの平均適合率

提案手法 S-BITS は，キーワード集合 “open social”におい

て，非常に高い適合率を示している (図 5)．対象ページを拡張

したベース集合 B とした場合，キーワード集合 K と関連のあ

るWebページを高い精度で集めることができている．また，抽

出した頻出タグ集合 FT ∈ T ′(表 1) もキーワード集合 “open

social”と関連のあるタグ集合を集めることができている．また，

ルート集合 Rを対象にした場合も，被ブックマーク数だけを評

価指標とした SBRank よりも上位のランキングにおける精度

が高い．純粋な Yahoo!の検索結果や SBRank値だけの手法は

“social”というフレーズに対して，多方面のWebページがヒッ

トしてしまったことがランキング上位で良い結果を得られない

という結果になったのではないかと推測される．キーワード集

合 “open social”では，頻出タグ集合 FT ∈ T がどれも大きさ

3という大きなアイテム集合である．例えば，表 1の頻出タグ

集合 FT である {api, google, sns}がタグ “sns”を欠いてしまっ

たとすると Googleの様々な APIを含むページ集合を表すラベ

ルとなる．図 5の適合率の結果からもわかるとおり，ベース集

合はキーワード集合 K と関連のあるページを拡張する前と比

べて適合率の高いページを多く包含しており，キーワード集合

“open social”においては対象ページの拡張手法が適切に頻出タ

グ集合を選択できたと考えられる．

キーワード集合 “web design”では，ソーシャルブックマーク

を利用した 3手法はほぼ同様な結果だが，Yahoo!のオリジナル

のランキングと比べると精度が良い (図 6)．ベース集合 B を

対象とした場合には，ランキング下位のページまで関連の高い

ページを集めることができている．取得した頻出タグ集合 T ′

も，キーワード集合K と関連の高いものを抽出できている．し

かし，検索対象ページを拡張したにも関わらず，拡張していな

い手法や SBRank値による手法との大きな違いを示すことがで

きていない．また，ルート集合を対象とした場合には，SBRank

値によるものとほぼ同様の結果となっている．これは，拡張せ

ずともユーザによる評価の高いページ集合を Yahoo!のオリジ

ナルのランキングからルート集合 Rとして取得できたためでは

ないかと推測される．加えて，SBRank値とルート集合を対象

とした S-BITSがほぼ同様な結果を示していることから，ユー

ザの信頼度による重みづけをせずとも，SBRank値だけで良い

評価を与えられていたということが推測される．

キーワード集合 “写真 ブログ”では，ソーシャルブックマー

クを利用した 3 手法ともに，よい結果を示せていない (図 7)．

これは，関連の薄いトピックを扱うページがルート集合 Rに含

まれており，その SBRank値が高かったため，このような結果

になったと推測できる．

キーワード集合 “年賀状”では，トップ 5の時点では差が見ら

れるが，4手法ともにほぼ同様な結果が得られており，精度も

高い (図 8)．抽出した頻出タグ集合も，キーワード集合K と関

連が高いものと言える．

キーワード集合 “leopard”では，ソーシャルブックマークを

利用した 3 手法ともに，上位のランキングにおいて高い精度

を示している (図 9)．特に，ルート集合 R のみを対象とした

S-BITSの精度が良い．

キーワード集合 “playstation3”では，ベース集合Bを対象と

した S-BITSが非常に高い適合率を示している (図 10)．Yahoo!

のオリジナルのランキングから生成されるルート集合 Rを対象

とした S-BITSでは，ルート集合にあまり有益でない情報を持

つページが含まれていたが，対象ページを拡張することにより，

ベース集合 B は有益な情報を持つページを獲得することがで

きたと推測できる．よって，キーワード集合 “playstation3”で

は，効果的に有益なページを収集することに成功したと言える．

キーワード集合 “action script”では，ソーシャルブックマー

クを利用した 3 手法が良い精度を示している (図 11)．特に，

ルート集合 Rを対象とした S-BITSと SBRankによるランキ

ングが精度が高い．

上記の 7つのキーワード集合に対する適合率の平均をとった

ものを図 12 に示す．我々が提案した S-BITS が良い精度を示

しており，また，SBRank も Yahoo!のオリジナルのランキン

グに比べて良い精度を示している．Yahoo!とソーシャルブック

マークを利用する 3手法を比べると，ソーシャルブックマーク

を利用する手法の方が有効性が高いことが言える．ベース集

合 B を対象とした S-BITS について見ると，平均して高い適

合率を示すことができている．これは，検索エンジンからは得

ることが難しいページにも，キーワード集合と高い関連を持つ

ページがあることを示している．ルート集合 R を対象とした

S-BITS と SBRank 値の優劣によるランキングを比較すると，

我々が提案した S-BITSが，上位のランキングにキーワード集

合 K と関連性の高いページを集めることができ，有効性があ

ることを示している．

我々が提案する S-BITSは，ユーザの信頼度により重みづけ

することで，SBRankと同等かそれ以上の適合率をランキング

上位で示すことができた．ページの拡張手法は，キーワード集

合 K と関連の高いページを収集できることを示せた．“open

social”のように，キーワード集合 K が具体的かつ抽出した頻

出タグ集合 T ′ がキーワード集合K と高い関連性を示すことの

できるページ集合に対しては，良い結果を示すことができる．

逆に，“写真 ブログ”のように，頻出タグ集合自体にノイズが

ある場合には精度が下がる場合もある．

以上についてまとめると，提案手法 S-BITSの一定の有効性

を示すことができたと言える．また，極大頻出アイテム集合を

抽出した，キーワード集合 K と関連のある頻出タグ集合の抽

出手法もある程度の有効性を示せていると言える．



5. 関 連 研 究

ソーシャルブックマークサービスの普及と共にソーシャル

ブックマークを含む Folksonomyに関する研究 [3] [7] [8] [9] [10]

はより盛んになってきている．Golder ら [10] は，ソーシャル

ブックマーキングの構造を詳細に分析し，ユーザの行動やタ

グの使用頻度などの規則性について報告している．Hammond

ら [9] はソーシャルブックマークサービスに対するレビューを

行っている．Xian Wuら [7]は，アノーテーションが与えられ

たWebリソースに対するセマンティックな検索モデルを，ソー

シャルブックマークを取り上げ，提案している．中でも本研究

と密接な関係にある研究として，山家らによる研究があげら

れる．山家ら [3] はソーシャルブックマーク上でページをブッ

クマークしたユーザの数を SBRank という Web 検索の際の

尺度として用い，PageRankとの比較実験を行っている．また

SBRank と PageRank を統合したランキング手法について提

案し，SBRank値のWeb検索の尺度としての有用性を示して

いる．本研究は，ブックマーク件数を利用した尺度という点は

同じだが，ユーザの信頼度を測ることを通してページの評価を

しているという点と，検索エンジンからは得られないページに

まで対象ページを拡大しているという点で山家らの研究とは異

なる．

また，S-BITSの概念の基となった HITSも様々な研究 [4] [5]

[6] がなされ，評価手法の改善がなされている．ただし，我々は

ページ-ユーザ間のブックマークの関係を利用しているため，リ

ンク構造を対象としている彼らの研究とは異なる．

6. ま と め

ソーシャルブックマークにおけるページとユーザの関係に

HITSの Authority，Hubの概念を取り入れ，ページを評価す

る手法，S-BITSを提案した．本稿では，ユーザの信頼度を基

にページを評価することの有効性を示した．本手法は，ルート

集合を対象とする場合，ルート集合 Rで扱われているトピック

がキーワード集合K と関連のあるものを多く含み，複数のペー

ジがブックマークされているようなトピックに対して有効であ

る．ベース集合 B を対象とする場合は，キーワード集合 K と

密な関係にある頻出タグ集合を抽出できるときに有効性を示す

ことができる．しかし，ソーシャルブックマークに登録されて

いるページの数はまだWeb全体の数パーセントにも満たない．

本手法がWeb検索全般で有効性を示すには，よりソーシャル

ブックマークが普及し，ユーザが増え，様々なページがブック

マークされてゆく必要がある．従来のリンク構造を考慮した

手法とのハイブリッドな手法や，単純な HITSの拡張による評

価手法だけでなく，ブックマークされた時間やユーザのブック

マークの振舞など様々な要素を取り入れた評価手法についても

検討する必要がある．頻出タグの抽出手法についても，tf-idf

やエントロピーのような指標を利用し，よりキーワード集合K

と密接な関係にあるものを抽出する必要がある．
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