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あらまし 近年，WWWは社会における重要なメディアのひとつとして大きな役割を果たしている．WWWの特徴

としては，分散管理，動的な更新，リンクなどがある．これらの特徴によりWWWは社会に不可欠なメディアとして

発展してきたが，一方でコンテンツの一貫性管理を困難にする要因にもなっている．我々は，WWWコンテンツにお

けるリンクの一貫性維持を支援する LIM(Link Integrity Maintenance)サーバを開発した．LIMサーバは，Webペー

ジのリンクを監視し，リンク切れ等を発見すると自動的に新しいリンク先の候補を探索する．本稿では，LIMサーバ

が新しいリンク先を探索するアルゴリズム，および実験結果について述べる．実験結果からは，現時点で約 6割の探

索に成功し，かつまだ精度向上の余地があることがわかった．
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Abstract Today, the WWW is one of the most important media in our society. Its characteristics include dis-

tributed management, dynamic updates, and links among pages. The characteristics are not only making the WWW

a useful tool, but also making it difficult to manage the integrity of its contents. We developed a system, named

the LIM (Link Integrity Maintenance) server, to support the maintenance of link integrity in the WWW. The LIM

server monitors links of Web pages and searches for new links when it finds dead links. The paper explains an

algorithm used by the LIM server to search for new links, and gives some experimental results. The experimental

results show that the algorithm succeeded in finding new links for about 60% of dead links, and suggest that there

is room to improve the precision.
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1. は じ め に

近年，WWW は社会における重要なメディアのひとつとし

て大きな役割を果たしている．WWWは，分散管理や動的な更

新，リンクなどの特徴を持つ．これらの特徴によって，WWW

は社会に不可欠なメディアとして発展したが，一方でコンテン



図 1 アーキテクチャ

ツの一貫性を維持することが非常に難しい．

データベースの分野では一般に，データの一貫性を維持す

るために，データベースが満たすべき制約 (一貫性制約 [1])を

記述するというアプローチがとられる．我々は，この考え方を

WWWの文脈に導入する．すなわち，WWWコンテンツで成

立すべき制約を記述し，それを用いて一貫性維持を行うための

機構を提案する．

我々は，特にリンク切れやリンク先の内容の変化への対応と

いう，リンクの一貫性維持の問題に焦点を当てた研究を行って

いる [2]．ジョージア工科大の GVU センターにおける調査 [5]

では，WWWの利用における重大な問題として，「速度」，「欲し

い情報が見つからない」と並び，約 6割のユーザが「リンク切

れ」と答えており，リンクの一貫性を維持することは重要な問

題と考えられる．しかし，前者の 2つに関しては，ネットワー

クインフラの整備や検索エンジンの性能向上などが進んでい

るのに対し，リンク切れへの対応は現在までほとんど進んでい

なかった．リンクの一貫性維持という問題は，分散管理という

WWWの性質上，完全に保証することは困難と考えられるが，

本プロジェクトでは，可能な限り一貫性を満たすようWWW

が自律的にリンクの更新を行う世界の実現を目指す．

我々は [2] でプロジェクトの概要を説明したが，現時点でシ

ステムの一部を設計・実装し，実験を開始している．本稿では，

(1)リンク一貫性維持支援システムの概要，(2)手がかりとなる

情報が少ない状態 (これについては 3.章で説明する)でリンク

切れを発見したときに代わりのページを探索するための具体的

なアルゴリズム，および (3)実験結果，を説明する．

関連システム・研究 まず，各種のリンク切れ発見ツール (リ

ンクチェッカ)が存在する．これらは，指定されたページ (群)

に記述されたリンクについて，参照先がリンク切れ等でないか

チェックし，レポートを作成するものである．リンクチェッカを

用いてリンク切れを発見すると，Webサイト管理者にメールを

送ることによってリンクの更新管理を行っているサイト [8] も

存在する．また，ハイパーテキスト DBにおける動的リンクの

研究 [6]や，ハイパーメディアデータベース等のコンテキスト

で，参照経路の一貫性の研究 [7] が行われている．しかし我々

の知る限り，WWW コンテンツのリンク一貫性維持の自動化

の問題に取り組んだ研究は存在しない．

2. リンク一貫性維持システム

本節では，我々のプロジェクト（注1）で開発しているリンク一貫

性維持支援システムの概要を説明する．本システムにおける重

要な構成要素は，リンクに関する制約を書くための LIDL (Link

（注1）：WISH (Web Integrity maintainance by Self-Healing mecha-

nisms) プロジェクト

Integrity Description Language)（注2）および，リンクの監視等

を行う LIMサーバ (Link Integrity Maintenance Server) であ

る (図 1)．これらは，Webサーバとファイルシステムに格納さ

れたWebページ群，という通常のWebアーキテクチャに追加

する形式で利用する．本システムの利用例は次のようになる．

まず，あるWebコンテンツのリンクに対し LIDLによって「リ

ンク切れがあってはならない」という制約を記述する．すると，

LIMサーバはそのリンクを監視し，リンク切れを検出すると，

代わりとなるリンク先ページの候補群を求めユーザに提示する．

また，設定によって，リンクの自動更新も可能である．

本システムの特徴は次の通りである．(1) 通常のWebアーキ

テクチャの自然な拡張であり，既存のWebコンテンツとも容

易に組合せ可能である．(2) 単純かつ強力な制約記述言語 [2]を

提供する．

本プロジェクトでは，このアーキテクチャ以外にも，様々な

アーキテクチャを提案している [2] [3]．それらについては，本

稿では省略する．

2. 1 LIDL

LIDL は，HTML ページもしくは XML ページ (以下Web

ページ)で記述されるリンクに関する制約を記述するための言

語である．制約の記述は，Web ページのリンク (A タグ) に，

制約を表すための属性を追加することによって行う．LIDLで

は 3種類の制約 (isAlive, matches, follows)を定義している．

[isAlive属性] 先に説明したとおり，isAliveはリンク先のペー

ジがリンク切れでないことを表す制約である．次に例を示す．

<a li:isAlive

href="http://www.mlab.info/news.html">ニュース</a>

ここで，liは LIDLの名前空間である．この例では，リンク

先のページ (http://www.mlab.info/news.html) がリンク切れ

であってはならないという制約を指定している．

[matches属性] matchesは，“リンク先のページが特定の内

容にマッチする”という制約を表す．次に例を示す．

<a li:matches="*Wish*"

href="http://www.mlab.info/news.html">ニュース</a>

この例では，リンク先のページ (http://www.mlab.info/news.html)

に “Wish”という語が含まれていなければならないという制約

を指定している．

[follows属性] followsの制約の説明を行うために，まず Link

Authorityという概念を導入する（注3）．

定義. あるWebページ pは次の条件を満たすとき，別のWeb

ページ q に関する Link Authorityであると言う．

（ 1） pが q へのリンクを持っており，かつ

（ 2） qが q′ に移動すると，責任を持って p中の qへのリン

クが q′ へのリンクに変更される．

（注2）：以前は WIDL/Link と呼んでいた

（注3）：Google などにおける Authority ページとは異なる概念である．
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図 3 制約の組合せ間の関係 (a) とその部分グラフ (b)

例を図 2に示す．まず，ある大学 Aの研究室のWebページ

q1 が存在し，このアドレスがm.l.s.ac.jpであるとする．q1 は，

s.ac.jp，l.s.ac.jp，u.ac.jpという複数のページからリンクされ

ている．これらのうち，p1（l.s.ac.jp）はその研究室が所属す

る学科の研究室リストページである．このとき，一般には p1

は q1 に関する Link Authorityである．したがって，例えば次

のような状況が生じる．q1 が q2（アドレスは m.info）に移動

したとする．すると，q1 を参照しているページではリンク切れ

が存在するが，通常 p1 だけは q1 へのリンクを q2 に張り替え

るはずである．

このとき，例えば u.ac.jpでは次のように制約を記述する．

<A li:follows="l.s.ac.jp"

href="http://m.l.s.ac.jp/">某研究室</>

この例のように制約が指定された場合，follows による制

約が満たされなくなるのは，指定された Link Authority に

おいて m.l.s.ac.jpへのリンクが変更されるか，もしくは Link

Authority (l.s.ac.jp) そのものが存在しなくなった場合である．

2. 2 LIMサーバによる制約の解釈

1つのリンクに対し，LIDLによる制約は複数記述可能であ

る．例えば，isAliveと followsを共に指定できる．LIMサー

バでは，指定されている制約が満たされないことを発見すると，

制約を満たすような新しいリンク先ページの探索を行う．

また，LIMサーバはデフォルトで isAliveの指定が存在す

ると判断する．このようなデフォルトの制約の存在により，既

存のWWW コンテンツであっても LIM サーバの機能を利用

可能である．

2. 3 制約を満たすリンク先ページの探索

LIDL で記述が可能な制約集合 C = { isAlive, follows,

matches }の要素の組合せ間の関係を，順序集合 (P(C),⊂)の

ハッセ図 (図 3(a))として示す (P(C)は C のべき集合)．上位

のものほど厳しい制約を表す．あるリンク l が，このハッセ図

におけるあるノード xが表す条件を全て満たすとき，lは xの

制約を満たしているという．例えば，l が３つの制約をすべて

満たしている場合，lは Hの制約を満たしているという．一方，

全てのリンクは Aの制約を満たす．例えば，googleキャッシュ

の中のページや，Internet Archive等に格納されているページ

へのリンクなども含めたあらゆるリンクが，Aの制約を満たす

リンクの集合に含まれる．

LIMサーバがリンク lを監視中に，そのリンクに対して指定

された制約の組合せが満たされなくなっていることを発見する

と，次のような手順で代わりとなるリンク先ページ探索を行う．

（ 1） リンクに記述されている制約の組合せが最大元となる

ような部分グラフGを作成する．例えば，isAliveと followsが

指定されている場合は，図 3(b)となる．

（ 2） Gの最大元から順に，そのノードに対応する条件の組

合せを満たすリンク先ページ群の探索を行う．次に，その探索

結果に含まれるページのそれぞれに，「移動先のページと考えら

れる確信度を表すスコア」を割り当てる．このスコアの計算に

は，例えば以前のページ内容との類似度などが利用される．も

し，そのノードの制約を満たすページ群が存在しない場合は，

より下位のノードの制約を満たすページ群を探索し，同様の処

理を進めていく．

（ 3） 発見したページ候補を G のトポロジカルソートとス

コアに矛盾しない様に並べ，一列のリンク列を作成する．

まとめると，上記手順は，リンク lに対して指定された制約を

可能な限り満たし，かつ移動先と考えられる度合いの高いペー

ジを探索する．もし，与えられた制約を満たすノードが存在せ

ず，ノード Aにまでたどり着いた場合には，Internet Archive

中のページ等が選ばれる場合がある．

3. Link Authorityが指定されていない状況で
のリンク探索アルゴリズム

本稿ではリンクに isAliveの制約のみが指定されており (す

なわち，制約の組合せ B)，そのリンクが制約を満たさなくなっ

た (すなわち，リンク切れを起こした)場合の，リンク探索アル

ゴリズムについて説明する．これは，2.2節で説明したように

既存のWebコンテンツに LIMサーバを適用したときに必ず生

じる重要なケースである．Link Authorityを明示的に利用した

リンク探索は別論文にて議論予定である．

説明を簡単にするため，本稿では，リンク切れの監視対象と

なるリンクがただ 1つである場合について説明する (図 4)．u

は監視対象となるリンク先の URL，P (u)は uのページ内容を

表す．図 5は本稿で利用する記号をまとめたものである．

本アルゴリズムは大きく 3つの構成要素からなる．

[1. 定期的なチェック] 定期的に uをチェックし，リンク切れ

でなければ P (u)を LIMサーバのキャッシュcにコピーする．u

のリンク切れを発見した場合は，次の 2.と 3.を行う．

[2. 代替ページ候補の収集] uが指していたページの移動先の

候補となるWebページ (URL)のリスト U を作成する．

[3. 代替ページ候補のランキング] 各候補ページ (のURL)ui ∈



図 4 問 題 設 定

記号 意味

u リンクアドレス (URL)

P (u) u が指すページの内容

c LIM サーバが P (u) をキャッシュするため領域

link(u, u′) P (u) が u′ を含むとき真となる述語

LinkingPages(u) {ui | link(ui, u)}
domain(u, u′) u と u′ が同じドメインの時，真となる述語

ru u のリダイレクト先の URL

図 5 記 号 一 覧

U に，ある基準に基づき「移動先のページと考えられる確信度

を表すスコア」を割り当てランキングする．

本アルゴリズムでは次のヒューリスティクスを利用する．同

じヒューリスティクスを，代替ページ候補の収集およびランキ

ング双方のために利用する．

H1: 同じWebページは時間が近いと内容が似る傾向がある．

H2: Webページが移動するとき，同じサイト内で移動する可

能性が高い．

H3: Webページの移動先がリダイレクトされている場合，移

動先のWebページの URLがわかる．

H4: Webサーチエンジンなどで「逆引き」をすると，Link Au-

thorityを発見できる可能性がある．ここで「逆引き」とは，リ

ンク uを指しているページの集合を検索するものであり，google

などで実現されている．逆引きの結果は LinkingPages(u)と

記述する (図 5，図 7(a))．ポイントは，Webの更新とWebサー

チエンジンの更新との間に時間差があることである．すなわち，

uのページが u′ に移動し，Link Authorityから uへのリンク

も u′ に変更されたとする (図 7(b))．この時，まだWebサーチ

エンジンの更新が行われていないとすると，LinkingPages(u)

にはまだ Link Authority が含まれている可能性があり，その

場合は Link Authorityを通じて移動先の URL u′ がわかる．

図 6は LIMサーバで動くアルゴリズムの最上位レベルであ

る．次に，アルゴリズムの各構成要素について説明する．

3. 1 定期的なチェック

リンク uを定期的にチェック (Line 2)し，uの状態に応じて

次の処理を行う．

• uがリンク切れでない場合: P (u)を LIMサーバのキャッ

シュ領域に保存 (Line 7)する．もし，uがリダイレクトされて

おり，そのリンク先が u′ の場合 (Line 3)，リダイレクト先の

URLとして u′ を保存 (Line 4)し，P (u)の代わりに P (u′)を

キャッシュ(Line 5)する．

• uがリンク切れの場合: [2. 代替ページ候補の収集]に移

動する (Line 10).

3. 2 代替ページ候補の収集

ヒューリスティクス H1～H4を利用して，次のように代替

ページ候補の収集を行い，URLの集合 U を作成する．

(A)H1を利用: サーチエンジンのキーワード検索による収集

1. while (true) {
2. if (isAlive(u)) { // link is alive
3. if (redirect(u) and link(u,u’)) {
4. ru=u’;
5. c=P(u’);
6. } else {
7. c=P(u);
8. }
9. } else { // dead link

10. U=LinkSearch(u,ru,c);
11. sort(U) by score(u_i,u,ru,c);
12. }
13. makeInterval();
14. }

図 6 アルゴリズムの最上位レベル

図 7 逆引き (a) と，逆引きを利用した移動先の発見 (b)

(B)H2を利用: 同一サイト内ページの探索による収集

(C)H3を利用: リダイレクト先ページ ruを利用

(D)H4を利用: サーチエンジンの逆引きによる収集

サーチエンジンによるキーワード検索: 移動先のWebページ

は URLが変更されても内容が似ている可能性が高い．そこで，

Web サーチエンジンを用いた探索を行う．具体的にはキャッ

シュの内容 cから TF-IDFを用いて単語を選び，その単語を検

索語としてWebサーチエンジンによる検索を行い，上位の結

果を収集する．

同一サイト内の探索: Web ロボットを用いて，u と同じサイ

ト内にあるWeb ページの中からキャッシュc と類似度の高い

ページを収集する．

リダイレクト先ページ ruを利用: リダイレクト先は [1. 定期

的なチェック]で既に入手済みなので特にここでは何もしない．

サーチエンジンによる逆引き検索による収集: Web サーチエ

ンジンの逆引き機能を用いて u へのリンクを持つページ

LinkingPages(u) を求め，そこからリンクされているペー

ジを収集する．

3. 3 代替ページ候補のランキング

収集した代替ページ候補の各ページ ui ∈ U に対し，スコア

score(ui, u, ru, c)を割り当て，スコアの高い順にページを並べ

る (Line 11)．ヒューリスティクスH1～H4を考慮し，次の場

合にスコアが高くなるようスコアの計算を行う．

(A)H1の利用: 候補のWebページ ui とキャッシュしたWeb

ページ cの類似度が高い．

(B)H2の利用: ui と uが同一ドメインにある．

(C)H3の利用: ui = ru(リダイレクト先)である．

(D)H4の利用: LinkingPages(u) に含まれているページか

ら ui へのリンクが存在する．

具体的な計算式については，図 8に示す．ただし，sim(p, q)

は p と q の類似度である．α と β はその条件が成立している



score(ui, u, ru, c) = A×B × C ×D

A = sim(P (ui), c)

B =

{
α : domain(ui, u)

1 : otherwize

C =

{
∞ : ui = ru

1 : otherwize

D =

{
β : ∃n ∈ LinkingPages(u)(link(n, ui))

1 : otherwize

図 8 ヒューリスティックスを利用したスコアの計算

監視対象ページ数 監視対象リンク数

筑波大 38502 247515

図情大 2686 14997

芝浦工大 7875 17126

図 9 監視対象ページ数およびリンク数

場合にスコアを上げるための重み係数である．例えば α = 1.2，

β = 2といったようにそれぞれ 1より大きな数を割り当てる．

4. 実 験

3章で説明したアルゴリズムを用いて実験を行った．重み係

数としては α = 1.2，β = 2を用いた．監視対象ページは，筑

波大学 (tsukuba.ac.jp)，旧図書館情報大学 (ulis.ac.jp)，芝浦

工業大学 (shibaura-it.ac.jp)のドメインのページである．これ

らのページ数および，ページに含まれているリンク数を図 9に

示す．これらを対象に，2003 年 12 月 31 日より実験を行って

いる．

ページ収集 (コンテンツ検索，逆引き)のためのサーチエンジ

ンとしては googleを用いた．ただし，googleにインデックス

されているページは限定されているため，学内のページに関し

ては，suzaku [4]を用いて網羅的なインデックスを張ったサー

チエンジンを用意し，利用した．suzakuは逆引き検索をサポー

トしていないので，その部分は我々が実装を行った．

リンク探索のためには，3.2節で説明したようにキーワード

検索のための検索語の選択を行う必要がある．また，H2によ

るサイト内ページの探索方法を決める必要がある，さらに，3.3

節で説明したように，ページ間の類似度を計算する必要がある．

以下では，本実験でこれらのために用いた手法を説明する．

キーワード検索の検索語を選ぶ手法: 本実験では，キャッシュ

cから，次の手法を用いて 10個の単語を抽出した．10は google

の検索語の上限である．

（ 1） キャッシュcから HTML のタグを取り除く

（ 2） ChaSen [9]を用いて形態素解析を行う

（ 3） 各単語の TF を求める

（ 4） TF の上位 20語の IDF を求める

（ 5） これら上位 20 語に対してのみ TF・IDF を求め，上

位 10語を検索語として選ぶ．

ここで問題となるのは，IDF を求めることである．IDF を求

めるためには文書集合中に単語が出現する文書の数がわからな

ければならない．しかし，Web ページの場合文書集合を特定

することができないので，IDFを求めることができない．そこ

で，本実験では IDFを求める単語をGoogle で検索しその検索

にヒットした件数の逆数で IDFを近似する．20語に対しての

み IDFを求める理由は，Google APIの利用に 1日 1000回と

いう制限があることを考慮してのことである．

サイト内ページの探索方法: H2 による探索では，サイトの

ルートからたどって深さ５までの探索を行った．

ページ類似度の計算方法: sim(P (ui), c) の計算には，TF・

IDFを用いずに，TF のみを用いて単語の重み付けを行い，各

ページを表すベクトル間のコサイン距離を求めることで計算し

た．単語の重み付けに TF・IDF を用いずに TF のみで行った

理由は次の通りである．(1) 先に述べたのと同様に，本実験で

は IDF の計算に Google APIを用いた検索の結果を利用する

が，その利用回数に制限がある．(2) ここでの我々の目的は 2

つのページの「そっくり度」を知ることであり，頻度の低い単

語が一つ無くなったとしても，他の大部分が同じであれば似て

いると考えて良い．

4. 1 実 験 結 果

図 10に，2004年 2月 23日時点での実験結果を示す．監視

中，LIMサーバは 144個のリンク切れと 143個の疑似リンク

切れに遭遇した．疑似リンク切れとは，たまたま定期チェック

の時点でWebサーバの不調などによりアクセスできなかった

ため，リンク切れではないにも関わらずリンク切れと判断され

たものである．以下では，それぞれについての詳細を説明する．

リンク切れ． 144 個のリンク切れのうち，83 個がページの削

除によるものであり，61 個がページの移動によるものであっ

た．ページが削除されたとの判断は次のように行った．すなわ

ち，探索結果のログ等をもとに，様々な方法で手作業で移動先

の探索をおこない，それでも発見できなかったものを削除と判

断した．本システムは，61個のページ移動に起因するリンク切

れのうち，36個の移動先を発見した．ここで「発見」とは LIM

サーバが出力した候補ページリストの上位 3位以内に正しい移

動先が含まれている事である．その 36個のうち，１回目の探

索では候補となるページが発見できなかったが，その後再び探

索を行った時に発見できたものが 4つあった．これは，最初の

探索時には更新されていなかったサーチエンジンのインデクス

情報が更新されたためだと考えられる．

疑似リンク切れ． 本システムは，143個の疑似リンク切れから

97 個の移動先 (すなわち元のページ) を発見した．その 97 個

のうち，１回目の探索時には発見できなかったが，時間を空け

て再び探索を行ったときに発見できたものが 10個あった．こ

れは，１回目の探索時には，まだWebサーバが不調のままで

あったことが原因と考えられる．

4. 2 各ヒューリスティクスの貢献度の分析

図 10 の H1, H2, H3, H4 の列は，それぞれのヒューリス

ティクスが移動先の発見に貢献したリンク切れの個数である．

発見には H1, H2, H4がそれぞれに貢献していることがわか

る．リダイレクトがなかったため，H3は貢献しなかった．

次に，H1 のみ, H2 のみ, H3 のみ, H4 上位の列は，その

ヒューリスティクスが存在しなければ発見できなかったリンク



総数 削除 移動 移動先発見成功数 H1 H2 H3 H4 H1 のみ H2 のみ H3 のみ H4 上位

リンク切れ 144 83 61 36(59.0%) 21 17 0 5 14 15 0 0

疑似リンク切れ 143 0 143 97(67.8%) 51 54 0 44 25 22 0 3

合計 287 83 204 133(63.9%) 72 71 0 49 39 37 0 3

図 10 実験結果とヒューリスティックスの貢献度

分類 A1-1 B1-1 B1-2 B1-3 C1-1 C1-2 C2-1

ページ数 7 3 10 1 1 1 1

図 11 失敗したページの分類とその個数 (のべ)

の個数である．特に， H1のみが発見に貢献したものは 39個

(うち，リンク切れ 14個，疑似リンク切れ 25個)，H2のみが

発見に貢献したものは 37個 (うち，リンク切れ 15個，疑似リ

ンク切れ 22個)あり，H1とH2の 2つのヒューリスティック

スが発見に大きな役割を果たしていることがわかる．

本実験では，実際には候補ページ収集時には逆引き検索は行

わず，H1, H2, H3を用いてページを収集した後，各ページの

スコアを計算するときにのみ，H4のヒューリスティックスも

利用している．したがって， H4が無ければ候補に入らなかっ

たページというのは存在しないが，H4がなければ上位 3位以

内に入らなかった (すなわち，本実験で「発見」に分類されな

かった)ページが存在する．それらの個数がH4上位に示され

ている．

4. 3 探索に失敗したページの分類

本システムは発生したリンク切れや疑似リンク切れに対する

変更先リンクを約 6割の確率で発見できたが，発見出来なかっ

たリンクがまだ 4割存在する．我々は LIMサーバのログを分

析し，変更先リンクの候補の発見に失敗したケースの分類を

行った．分析は，リンク切れが起こった際，移動先発見に失敗

した 25個について行った．各分類項目に当てはまるページの

数 (のべ)を図 11に示し，それぞれの分類項目について次に説

明する．

[大分類A] 現在の手法で本来発見できるはずのもの．

[A1] 監視開始時に既にページが移動していたため，本手法が

効果的でなかった．

A1-1 元のページが「このページは移動しました」という内

容であり，キャッシュが有効に働かなかった．

[大分類 B] 現在の手法の工夫により発見可能性が高くなると

考えられるもの．

[B1] サーチエンジンを利用する際の検索キーワードとして，

適切な単語が選択されなかった．この場合，人手によって検索

語を選択し，探索を行った結果，移動先のページを発見するこ

とが出来た．この分類に当てはまるリンク切れは 14 個であっ

た．さらに細かく分類すると次のようになる．

B1-1 選択したキーワードでは，目的のページが見つけるこ

とができなかった．

B1-2 選択したキーワードが多すぎるため，キーワード検索

の結果が一件も存在しなかった．

B1-3 選択したキーワードが一般的すぎるため，キーワード

検索の結果が膨大になり，正しい候補が上位にこなかった．

[B2] サイトの規模が大きく，H2によるルートからの探索で

発見できなかった．現在の H2による探索では，サイトのルー

トからたどって深さ 5までしか探索を行っていないため発見で

きなかったが，人手による探索では発見できた．

[大分類 C] 新たなヒューリスティクスの追加により発見可能

性が高くなると考えられるもの．

[C1] キャッシュの単位を複数ページにする事により，対応可

能と思われる.

C1-1 元のページが「入り口」や「Entrance」などという文

字列しか存在しないページであった．

C1-2 元のページがフレームの構造を表現するためのページ

であった．

[C2] ファイル名の変更パターンを利用することにより，候補

ページの発見が容易になると考えられる.

C2-1 index.htmlが index.htmに変更された．

4. 4 精度を上げるための対応策

以上の分析から，精度をあげるために次の対応策が考えら

れる．

(1) キーワード検索のための語の選択手法の改良． [B1]

のように，選択したキーワードが適切ではないため，キーワー

ド検索の結果に満足できないページに対しては，検索語の選択

アルゴリズムを改良が有効であると考えられる．アルゴリズム

の改良の方法としては，HTML のタグにによるキーワードの

重み付けの導入などが考えられる．

(2) ページ内容キャッシュ方法の工夫．[C1]のケースよう

な，フレームを利用しているページなどに対応するため，キャッ

シュの内容として，リンク先のページだけを保存するのではな

く，そこからリンクを張っているいくつかのページもまとめて

キャッシュする様な手法が考えられる．

(3) H2によるサイト内検索手法の改良．現在の H2を用

いた探索のように，同一ホスト内をルートから探索するだけで

は効率が悪く，巨大サイトへの対応が難しい．リンク切れを起

こした場合，元のページのディレクトリから近いところ (ディ

レクトリの末端から)探索するといったような探索順序で発見

することにより，より発見の可能性が高くなると考えられる．

(4) 新たなヒューリスティックスを追加．Web ページの

ファイル名を利用したヒューリスティクスの導入が考えられる．

例えば，index.html から index.htm への変更などは頻繁に行

われるものの一つである．

5. お わ り に

本稿では，WWW のコンテンツにおけるリンク一貫性維持

を支援するシステムの概要，変更先リンクの発見アルゴリズム，



および実験結果について述べた．それにより，約６割のリンク

移動に対して，正しく移動先を発見できることを示した．また，

その実験結果の検証の結果，さらに精度向上の余地があること

がわかった．今後の課題としては，実験結果を基にしたアルゴ

リズムの改良等による探索精度のさらなる向上が挙げられる．

また，重み係数の変化による精度への影響の調査も今後の課題

である．
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