
論文 DBSJ Letters Vol. 4, No. 2

Webページ移動先発見のための公
開実験システム
A System for Open Experiments on Find-
ing Moved Web Pages
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我々はWeb ページの移動先を発見し，ページ移動によるリン
ク切れの自動修正を試みるシステムを開発して，実験を行ってき
た．現在，次のフェーズとしてWebページ移動先追跡の公開実験
を行うことを考えており，そのために必要な公開実験システムの
開発を行っている．本論文では，この公開実験システムの開発に
ついて説明する．

We have developed a system for trying to find moved
Web pages and correct broken links, and performed
experiments with the system. Currently, we are devel-
oping another system to be used in open experiments
for finding moving Web pages. This paper explains the
development of the system.

1. はじめに
近年，World Wide Web (以下Web) は社会における重要なメ

ディアの一つとして大きな役割を果たしている．Webの特徴の一
つとして分散管理が行われていることが挙げられる．この特徴は，
Web を便利なツールとする一方で，Web コンテンツの一貫性の
維持を困難としている要因でもある．コンテンツの一貫性が損な
われる一例としてWebのリンク切れがあり，我々はこれに着目し
ている．
我々はこれまでに次のような 2つのシステムの開発，およびそ

れらを用いて実験を行ってきた．一つは，Webのリンク切れを発
見すると変更先と考えられるリンクの候補を自動的に発見してリ
ンクの修正を試みる LIM(Link Integrity Management)サーバ
である [4] ．もう一つは，移動した Web ページを発見するため
の強力な手がかりとなるリンクオーソリティを提供する LA(Link
Authority)サーバである [3]．
これまで行ってきた実験では，人工的に集められたページ集合

が対象として用いられてきた．我々は，次のフェーズとして公開
実験を行うことを考えており，そのために必要な公開実験システ
ムの開発を行っている．本稿では，公開実験システムの開発につ
いて説明する．
関連研究． リンク切れの自動修正を試みるシステムは，我々の
知る限り IBMの Peridot[1][2]だけである．このシステムは，リ
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図 1 LIM サーバアーキテクチャ
Fig. 1 Architecture of LIM Server

図 2 LA サーバの概要
Fig. 2 Outline of LA Server

ンク切れなどによって一貫性が損なわれたリンクを自動的に別の
ページへのリンクに修正することを試みる．リンク切れの修正シ
ステムではないが，関連する研究としては lexical sigunature[5]
がある．この 2つに共通している点は，Webコンテンツから抽出
した特徴的なキーワードを利用してページの同定を行うアプロー
チを採用していることである．つまり，既にインデクシングされ
たWebページ集合の中からリンクの修正候補として最適なWeb
ページを発見することを想定している．それに対して，我々はイ
ンデクシングされているという前提が存在しない中で，Web中か
らリンクの修正候補として最適な Web ページを発見することを
試みる．具体的には，我々のシステムは「移動したWebページが
どこに存在していそうであるか？」に関するヒューリスティクス
を利用してリンクの修正候補の探索を行う．このように，本シス
テムは他のリンク切れ処理関連技術にない特徴を備えている．ま
た，我々の知る限りリンク切れの修正支援を目的とした公開シス
テムは存在しない．

2. リンク一貫性維持支援システム
本章では，我々が今までに設計・開発した LIMサーバおよび

LA サーバについて述べる．ここでは本論文について必要な概要
のみを述べる．LIMサーバの詳細は [4]，LAサーバの詳細は [3]
にある．

2. 1 LIMサーバ
LIM(Link Integrity Management)サーバとは，Webのリン

ク切れを発見すると自動的にその修正を試みるシステムである (図
1)．
以下では LIMサーバの働きについて説明する．話を簡単にす

るために，ここでは，システムが監視対象とするリンクを URL u
で表されるただ一つのリンクに限定する．本システムは監視下の
uがリンク切れであることを発見すると，uの移動先 unewを発見
し，uへのリンクを unewに自動修正することを試みる．本システ
ムの主要な構成要素は，対象となるリンクの監視及び更新をする
監視・更新サーバ，移動先のページの URLである unewの候補集
合 U を収集する Chaser，U の各候補 ui に対して “移動先らしさ”
を表すスコア scorei を計算するMarkerである．

LIM サーバの Chaser および Marker は，候補収集およびス
コアリングの際に 6つのヒューリスティクスを利用している．例
えば，「unewと uのページの内容は似ているはずである」という
ヒューリスティクスを利用している．

2. 2 LAサーバ
LA(Link Authority)サーバとは，あるWebページの URL u

を入力とし，uのリンクオーソリティであると考えられる候補URL
リスト V̄ = [v1, v2, . . .] を出力するシステムである (図 2)．
ここでいうリンクオーソリティとは，リンク先のページが移動

したときにリンクを確実に変更するページのことである1．例えば，
あるWebページ pが，別のWebページ qへのリンクを持ってい
たとする．「qが q′ に移動したとき，pの中の qへのリンクを q′ に

1Google などにおける Authority ページとは全く異なる概念である．
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確実に変更する」時，pを qのリンクオーソリティであると我々
は定義している．

3. 公開実験システムの概要
公開実験システムを開発する目的は，一般の利用者からのフィー

ドバックなどの有用な情報を収集することである．以下では，公
開実験システムの概要について説明する．

3. 1 公開実験システムの特徴
まず，我々が今までに行ってきた実験 [4][3]で利用したシステ

ムと，公開実験システムとの相違について説明する．(1)今までは
我々が一定の規則に従って収集したリンクの集合をシステムの監
視対象として実験を行ってきた．公開実験システムでは監視対象
とするリンクを指定するのは利用者であり，利用者の要求に応じ
て監視対象とするリンクがダイナミックに増減する．(2)今までは
高々数万のリンクの集合をシステムの監視対象として実験を行っ
ていた．公開実験システムではより多くのリンクを監視対象とす
る．(3)今までは実験結果を手作業で解析していた．公開実験シス
テムでは結果を自動的に解析する．(4)今までは，リンク切れが起
きた際にシステムが発見したページの移動先候補は解析のためだ
けに利用されていた．公開実験システムでは，リンク切れとなっ
たリンクの修正候補として利用者に提供する．(5)今までは公開を
前提としていなかったのでユーザビリティを考慮していなかった．
公開実験システムでは多くの利用者に利用してほしいので，簡単
にシステムの操作および結果の閲覧ができるようにする．(6) 今
までは小規模なリンクを対象として実験を行ってきたため，シス
テムには効率化の余地が残されていた．公開実験システムでは対
象が大規模になるため，リンク切れ発生から短時間で探索を行い，
利用者に情報提供を行うためにシステムの効率化を図る．

3. 2 ログとして記録する情報
本公開実験システムでは，LIMサーバおよび LAサーバが監視

対象のリンクについて監視および探索を行う過程で得ることがで
きる様々な情報をログに記録する．内容は，探索を行った URL，
探索日時などである．

3. 3 フィードバックとして受け取る情報
本公開実験システムでは，システムが提供したリンクの修正候

補に対する利用者からのフィードバックを受け取る．ここでは，シ
ステムが受け取るフィードバックについて説明する．
• システムによって提供されたリンクの修正候補の中に正しい
移動先があった場合には，その移動先を受け取る．正しい移
動先が提供されなかった場合にも正しい移動先が提供されな
かったというフィードバックを受け取る．

• システムによって提供されたリンクの修正候補の中に正しい
移動先がなかったが，利用者が自分で正しい移動先を発見す
ることができた場合にはその URLを受け取る．

• 利用者の登録したページの中でリンク切れとなったリンクは
利用者にとってどのような種類のリンクであるかを受け取る．
(例えば企業のページ，大学のページ，友人のページ，他人
(面識がない)のページなど．)

• 移動先の探索の際にキーワード検索に利用されたクエリが適
切にページの内容を表していたかどうかを受け取る．

3. 4 フィードバックの解析
本公開実験システムの利用者によるフィードバックは，以下の

ような解析に利用される．
• ユーザから得たフィードバックの総数 f b all，発見に成功し
た場合のフィードバックの総数 f b successから，システム
がWebページの正しい移動先の発見に成功した割合を計算
する．

移動先ページ発見成功率 (%) =
f b success

f b all
× 100

図 3 システムアーキテクチャ
Fig. 3 System Architecture

• フィードバックから得たリンクの種類を基に，リンクの種類
に応じた発見成功数，発見失敗数の内訳がどのようになって
いるかを分析する．

• フィードバックから得た正しい移動先 URL と移動元 URL
の比較などから，Web ページの正しい移動先が提供できな
かった場合の原因が何かを考察する．

• キーワード検索で利用するためにシステムが選択したキー
ワードは適切であったかを考察する．

また，フィードバックと公開実験システムによって取得するロ
グから次の解析を行うことができる．
• Webページの正しい移動先の発見に成功した場合の，各ヒュー
リスティクスの貢献度を分析する．

• Web ページの移動先の探索およびリンクオーソリティの探
索に要する平均時間を分析する．

4. システムの開発における問題点と工夫
3. 1節で述べたように，これまでの実験で利用していたシステ

ムと公開実験システムでは利用方法が異なる．よって，これまで
のシステムをそのまま利用するには次のような問題がある．以下
では，それらの問題を解決するための工夫と共に説明する．
問題 1: 今までの実験では，我々が一定の規則に従って収集した
リンクの集合からリンクリストを生成し，そのリンクリストを対
象として実験を行っていた．リストの作成は一度だけで，以後リ
ストは変化させなかった．また，数多くのリンクに対して短時間
で探索するためにサーバを複数台 (3台)用意して実験を行ってい
た．その際リストが固定だったので，リストを単純に 3分割して
各サーバで探索を行っていた．しかし公開実験システムでは対象
とするリンクが利用者の要求に応じてダイナミックに増減するた
め，今までのリストの分割手法では各サーバに対して対象となる
リンクを適切に分配することができない．
問題 2: 今までの実験では対象とするリンクが固定だったが，公開
実験システムでは対象とするリンクがダイナミックに変動するた
め，頻繁に探索が行われているリンク，まだ一度も探索が行われ
ていないリンクなどが混在する．そのなかで，全てのリンクに対
して網羅的に探索を行い，かつ最終探索日時の平均が大きくなる
ようにしたい．そのために，公開実験システムでは探索を行う際
の探索順序を考慮する必要がある．
問題 1および問題 2に対する工夫: 今までの実験では，各ヒュー
リスティクスに基づく探索の処理を順番に行い，最後にスコアリ
ングを行っていた．公開実験システムではそれぞれのヒューリス
ティクスごとに探索の処理を平行して行う．これによって時間あ
たりの探索効率を向上させる．今までのシステムと公開実験シス
テムの違いを図 4に示す．
また，今までの実験では，システムの管理者があらかじめ固定

されたリンクリストを LIMサーバおよび LAサーバに対して与え
ていたが，これでは監視対象ページのリンクの増減に対応できな
い．この問題に対処するため，公開実験システムアーキテクチャ
では，図 3に示すように各 LIMサーバおよび LAサーバが自律
的にリンクリストを作成する仕組みを用意する．このアーキテク
チャでは，データベースが監視対象のリンクリストを保持してお
り，各サーバはそのデータベースにアクセスして，自分が処理すべ
きリンクリストを作成する．以下では，LIMサーバがデータベー
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図 4 これまでのシステムとの違い
Fig. 4 Difference from the previous system

監視対象 URL リンク切れ日時
u1.jp 2005/6/1 12:00
u2.jp 2005/6/5 10:00
u3.jp 2005/6/11 20:00
u4.jp 2005/6/9 20:00
u5.jp 2005/6/4 10:00
u6.jp 2005/6/10 1:00
u7.jp 2005/6/10 12:00
u8.jp 2005/6/2 16:00
u9.jp 2005/6/8 23:00

u10.jp 2005/6/3 12:00
図 5 リンク切れしたリンク一覧

Fig. 5 Broken link list

探索した URL 最終探索日時
u1.jp 2005/6/2 0:00
u5.jp 2005/6/5 0:00
u8.jp 2005/6/3 0:00
u10.jp 2005/6/4 0:00

図 6 LIM サーバが hに基づく探索
を行ったリンクの最終探索日時一覧
Fig. 6 List of dates when the LIM

server tried to find new links
before

スから得たデータを基にリンクリストを作成し，そのリンクリス
トを利用して検索を行う手続きについて説明する．この手続きを
擬似コードで表現したものを図 8に示す．LIMサーバは 2.1節で
説明したように，システムに組み込まれたヒューリスティクスを
用いて処理を行う．各ヒューリスティクスごとに処理は並列して
行われるため，検索の手続きも各ヒューリスティクスごとに行わ
れる．図 8の手続き Search-LIM hの hはその手続きで利用され
るヒューリスティクスを表している．具体的には，2.1 節で示し
たヒューリスティクス H1などに対応する．
図 8の Targetは，リンク切れしたリンクの集合である．Target

の例を図 5示す．そして statusは，過去に探索したリンクと探索
日時である．statusの例を図 6示す．擬似コードの 3-4行目が，
自律的なリンクリストの作成部分である．具体的には，まずデー
タベースにアクセスして status を得た後，sort メソッドを呼び
出し，Target(図 5)と status(図 6)から図 7のように，未探索の
リンク，探索日時の古いリンクの順にリンクをソートする．そし
て上位N個のリンクを取得し，このリンクをリンクリストと見な
す．そしてリンクリストの各リンクについて探索を行う．図 8で
は LIMサーバの探索について示したが，LAサーバの各ヒューリ
スティクスに基づく探索においても同様である．
問題 3: 今までは，我々以外がシステムを利用することを想定して
いなかったのでユーザビリティを考慮していなかった．しかし公
開実験システムではできるだけ簡単に操作できるようにして多く
の人に利用してもらいたい．
問題 3 に対する工夫: 公開実験システムでは，監視を行う Web
ページの登録およびシステムの探索結果の閲覧のためのユーザイ
ンタフェースを提供する．これによってユーザビリティを向上さ
せる．ユーザとシステムの間のインタラクションは以下の通りで
ある．
システムへの登録時:

1. リンクの監視を希望するWeb ページの URL pを送信する
(図 9画面例 1)

2. pのページに含まれるリンク一覧が表示されるので，監視を
行うリンクを指定する (図 9画面例 2)

3. システムへの登録が完了し，リンクの監視が行われる

監視していたリンクが切れたとき:

探索順序 探索のためのリンクの集合
1 u3.jp
2 u7.jp
3 u6.jp
4 u4.jp
5 u9.jp
6 u2.jp
7 u5.jp
8 u10.jp
9 u8.jp
10 u1.jp
図 7 ソートされたリンク一覧

Fig. 7 Sorted link list

1. void Search-LIMh() {
2. while() {
3. list status = getStatusFromDB(h);
4. list target = Top-N(sort(status));
5. for(i = 0; i < N; i++) {
6. setOfURLs result = target(i) について hに基づいた探索結果;
7. setResultToDB(result, h);
8. }
9. }
10. }
11.
12. list sort(List status) {
13. list target = Target と status を結合した結果;
14. target =過去に探索を行っていないリンク，探索日時が古いリンクの順に
15 ソートした結果;
16. return target;
17. }

図 8 LIM サーバの H1 に基づく手続き
Fig. 8 Search procedure for LIM Server based on H1

1. pにおいてリンク切れが発生

2. LIMサーバが pの移動先候補を計算

3. システムから利用者に結果表示用のURLをメールで送信し，
利用者は提示された結果をもとに pの移動先 p′ を発見

4. 利用者は結果に対するフィードバックを送信 (図 10)

問題 4: 今までの実験では，LIMサーバおよび LAサーバはデー
タの受け渡しを行わず，人手によって行っていた．つまり，LIM
サーバはヒューリスティクスによってリンクオーソリティを参照
しているが，今までは LIM サーバが直接参照していたのではな
く，間に人手が介入していた．何故なら，サーバを複数台利用し
ていたがそれぞれが連携するような仕組みを用意していなかった
からである．しかし公開実験システムでは利用者に対してできる
だけ早く情報を提供する必要があり，いちいち人手を介入させる
わけにはいかない．
問題 4に対する工夫: 今までの実験では，各サーバの探索結果は
各サーバごとにファイルに保存していた．このため，各サーバ同
士が通信する仕組みがなかったのでデータの共有 (リンクオーソ
リティの参照など)ができなかった．公開実験システムでは各サー
バの探索結果を一つのデータベースに格納することによって，各
サーバ同士が通信を行うような特別な実装を行わなくてもデータ
の共有を行えるようにする．それによって LIM サーバの全ての
探索を自動化することができる．
問題 5: 監視対象のリンクが大規模になると，リンク切れチェック
に要する時間は監視対象に比例して増加する．しかし，公開実験
システムでは発生したリンク切れを出来るだけ早く発見したい．
そのためにはリンク切れを効率的に発見できるようなリンク切れ
チェックの方法が必要である．
問題 5に対する工夫: 今までの実験システムでは，全てのリンク
に対して等確率にリンク切れチェックを行っていた．しかし，我々
はリンク切れには次のような特徴があると考え，公開実験システ
ムではそれを利用する．
特徴 1: サイトの末端のページはリンク切れになりやすい (サイト
の末端とは，図 11における●のページである)

3 日本データベース学会 Letters Vol. 4, No. 2



論文 DBSJ Letters Vol. 4, No. 2

図 9 リンク登録時の画面例
Fig. 9 Example of link registration page

図 10 システムによる新しいリンク候補提供時の画面例
Fig. 10 Example of page to offer new link candidates

特徴 2: サイトの末端のページがリンク切れとなったパスでは，他
のページもリンク切れである可能性がある (図 12においてページ
Aがリンク切れであるとき，●のページもリンク切れである可能
性がある)
これらの特徴から，サイトの末端に近いページほど高確率にリン
ク切れチェックを行い，リンク切れを発見した際には同一パス上
の他の監視対象ページのリンク切れチェックも行う．これによっ
て，効率的にリンク切れを発見することができる．
図 3に示すように，公開実験システムの主要な構成要素はユー

ザインタフェース部および LIMサーバ部，LAサーバ部である．
ユーザインタフェース部: 利用者がシステムを利用するためのイン
タフェース．リンク切れを監視するWebページの URLの登録，
リンク切れ修正候補の提供，フィードバックの送信などを行う機
能を提供する．ユーザインターフェース部は PHPによって実装
され，Webブラウザから利用することができる．
LIM サーバ部: 通常はリンク切れが発生していないかどうかを
チェックしている．リンク切れを発見すると，リンク先の Web
ページの移動先を探索する．その際，リンクオーソリティの情報
も利用する．LIM サーバ部は Java によって実装を行う．また，
探索は複数のサーバを利用して行う．探索の過程で利用する検索
エンジンは，Google[6]，および Yahoo[7]である．
LA サーバ部: 常に各リンク先のページに対するリンクオーソリ
ティを計算する．LAサーバ部は，Javaによって実装を行う．ま
た，探索は複数のサーバを利用して行う．探索の過程で利用する
検索エンジンは，Google[6]，Alexa[8]である．

5. おわりに
本稿では，Webリンクページ移動先を発見し，リンク切れを自

動修正するための公開実験システムの開発について述べた．特に，
公開実験システムの実現における問題点と，対処のための工夫に
ついて説明した．今後は公開実験を実施し，利用者からのフィー
ドバックやログデータを基にしてシステムの精度の向上をはかる
予定である．
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