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1. 1. 1. 1. はじめにはじめにはじめにはじめに    
近年，Web空間は情報収集における重要な情報源の一つと
なった．しかし，Web空間には様々な情報が氾濫しており，
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Web空間上の膨大な量の情報から有益な情報を発見すること
は，ユーザにとって容易ではない． 
このような問題を解決するため，Webナビゲーションが果
たす役割は大きい．Webナビゲーションの一つとしてリンク
ナビゲーションが挙げられる．しかし，通常のリンクナビゲ
ーションでは，閲覧中のWebページのリンク先のWebページの
情報は，実際にリンクを辿って閲覧しなければ知ることはで
きない．同様に，閲覧中のWebページと内容的に類似してい
るWebページの情報は，検索エンジンを利用するなどして検
索を行い，実際にそのWebページを閲覧しなければ知ること
はできない．この作業はWeb空間におけるユーザの効率的な
情報探索を妨げると考えられる． 
Web空間の視覚化に関連した研究のうち，Web空間の地図的
表示の様な視覚化についての研究は数多く行われているが，
実際にWeb空間の内部にいるユーザにとって，あまり効率的
でない場合がある．例えば，実世界においても，地図を持っ
ていても道に迷う人は数多く存在する．その理由としては，
地図は空間を外部という視点から見た視覚化であるため，空
間の内部にいる人にとっては自分の現在地や，現在地とその
周辺との関係が分からないということが挙げられる．そのよ
うなユーザにとって，Web空間を内部という視点から見た交
通標識的表示の様なWeb空間の視覚化も必要であると考える． 
そこで，これまで我々は，周辺情報を提示したナビゲーシ
ョン支援としてWeb標識[1]を提案してきた．Web標識は，ユ
ーザが閲覧中のWebページの周辺情報を交通標識メタファー
を用いてWeb標識という形で提示するシステムである． 
本論文では，より効率的なナビゲーション支援を行うため，
周辺情報をユーザに提示することによる，ナビゲーション支
援システムを提案する．このシステムにより，ユーザが閲覧
中のWebページの周辺空間を認知しつつナビゲーションを行
うことで，ユーザが欲する情報を持つWebページにより効率
的に辿り着くことを支援することが出来ると考える．     
本論文では，このナビゲーション支援を Web 標識と

WebDrivingの 2つの手法を用いて行う． 
通常のブラウジングにおいてリンクナビゲーションを行

う場合，閲覧可能なのは閲覧中の Web ページだけであり，
周辺情報を知ることは出来ない．本論文で提案するシステム
においては，Webページを閲覧中に，閲覧中のWebページ
だけでなくその周辺情報も同時に知ることが出来る． 
ユーザはWeb標識により周辺情報を認知し，WebDriving

により Web ページと周辺情報を並列・同時にナビゲーショ
ンすることができる． 

WebWeb

 
図図図図 1  1  1  1  システムの全体像システムの全体像システムの全体像システムの全体像    

Fig.1  SystemFig.1  SystemFig.1  SystemFig.1  System    
図1のように，このシステムは 
１．閲覧中のWebページから特徴量を抽出 
２．抽出された特徴量に従って閲覧中のWebページの周辺情
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報を取得 
３．取得した周辺情報をユーザに提示 
から構成される．以降，第2章で特徴量の抽出，第3章で周辺
情報の取得，第4章で周辺情報の提示について述べる． 
 
2.2.2.2.    周辺情報の取得周辺情報の取得周辺情報の取得周辺情報の取得    
周辺情報とは周辺空間の情報のことを指す．閲覧中の Web
ページの周辺空間は，主に構造的周辺空間と内容的周辺空間
の2つから構成される．Webページの構造的周辺空間とはWeb
ページからのリンクの段数距離が近い Web ページ群を指し，
内容的周辺空間とはWebページと内容が類似しているWebペ
ージ群のことを指す． 
本章では，周辺情報の取得方法について述べる．本論文で
定義する周辺空間は図 2のように， 
・ 閲覧中の Web ページのリンク先の Web ページ群（閲覧中
の Web ページの構造的周辺空間） 

・ 閲覧中のWebページと内容的に類似しているWebページ
群（閲覧中の Web ページの内容的周辺空間） 

・ 閲覧中のWebページのリンク先のWebページ群と内容的
に類似している Web ページ群（閲覧中の Web ページの構
造的周辺空間の内容的周辺空間） 

・ 閲覧中のWebページと内容的に類似しているWebページ
群のリンク先の Web ページ群（閲覧中の Web ページの内
容的周辺空間の構造的周辺空間） 

から構成される．これらの Web ページ群をまとめて閲覧中の
Web ページの周辺空間とし，これらの Web ページ群を収集し
閲覧中の Web ページの周辺情報とする．構造的周辺情報，及
び内容的周辺情報の取得方法について以下で詳しく述べる． 

 
図図図図 2  2  2  2  周辺空間周辺空間周辺空間周辺空間    

Fig.2  Surrounding SpaceFig.2  Surrounding SpaceFig.2  Surrounding SpaceFig.2  Surrounding Space 
各Webページを特徴付ける為，各Webページ内に出現する

単語に基づいて特徴量を抽出する．又，各Webページからの
単語の抽出には茶筌[2]を用いた．    
まず，各Webページ内に出現する単語のtf値に基づくベク
トルを，各Webページの特徴ベクトルとする． 
次に，閲覧中のWebページの周辺空間を生成するため，各

Webページの特徴キーワードを抽出する．Webページから抽
出した各単語のうち，そのWebページにおいて出現頻度が上
位の複数個を各Webページの特徴キーワードとする． 
又， 1ページ前に閲覧していたWebページから閲覧中の

Webページへ張られたリンクのアンカー文字列を，閲覧中の
Webページのアンカー文字列とする． 
又，以下においては Web ページ間の類似度を用いている．Web
ページ間の類似度の算出方法としては様々な方法が考えら
れるが，本論文においては，各 Web ページの特徴ベクトルを
元にコサイン相関値によって類似度を求める． 

2.12.12.12.1    構造的周辺情報の取得構造的周辺情報の取得構造的周辺情報の取得構造的周辺情報の取得    
本節では構造的周辺情報の取得について述べる．まず，閲
覧中のWebページのリンクを辿った先のWebページのソー
スを取得する．取得した Web ページのソースに対して，閲
覧中の Web ページの特徴ベクトルと類似度の高い特徴ベク
トルを持つリンク先の Web ページのランキングを高くする．
このランキング上位のWebページ群を閲覧中のWebページ
の構造的周辺空間とし，それらの Web ページ群を収集し閲
覧中のWebページの構造的周辺情報とする． 
同様に，閲覧中の Web ページの内容的周辺空間の構造的
周辺空間も定義し，それらの Web ページ群を収集して内容
的周辺空間の構造的周辺情報とする． 
2.22.22.22.2    内容的周辺情報の取得内容的周辺情報の取得内容的周辺情報の取得内容的周辺情報の取得    
本節では内容的周辺情報の取得について述べる．以下で行

うWebページ検索には既存の検索エンジンを利用する． 
本論文では，閲覧中のWebページと類似しているWebペ

ージを検索する方法として，検索エンジンにおける類似ペー
ジ検索を利用する．ここでは，類似ページ検索の結果のうち，
ランキング上位のWebページのみを抽出したWebページ群
を，閲覧中のWebページの内容的周辺空間とする． 
しかし，既存の検索エンジンにおける類似ページ検索にお

いては，類似ページを結果として見つからない場合が数多く
ある．その場合に，本論文では，Webページの特徴キーワー
ドとアンカーキーワードを基にした AND検索をもって類似
ページの検索を行う． 
まず，閲覧中の Web ページの特徴キーワードとアンカー

キーワードを抽出し，これらを組み合わせた AND検索を行
う．これらの AND 検索の結果のうち，ランキング上位の
Webページのみを抽出したWebページ群を，閲覧中のWeb
ページの内容的周辺空間とする． 
同様に，閲覧中の Web ページの構造的周辺空間の内容的

周辺空間も定義し，それらの Web ページ群を収集して構造
的周辺空間の内容的周辺情報とする． 
 
3. Web3. Web3. Web3. Web標識標識標識標識    
本論文で提案するWeb標識は，Web空間に交通標識メタ

ファーを導入したものである．交通標識はユーザが普段見慣
れている可能性が高い為，Web空間に交通標識メタファーを
導入して生成された Web 標識は，一見しただけでその概念
を理解しやすいと思われる．実世界の交通標識と同様に，
Web標識を用いることで，閲覧中のWebページの周辺情報
を得ることが出来れば，ユーザにとって，より効率的な情報
探索が出来ると考えられる． 
3.13.13.13.1    WebWebWebWeb標識の構成方法標識の構成方法標識の構成方法標識の構成方法    
周辺情報から Web 標識を構成する方法としては様々な手

法が考えられる．本論文では，FastMap[3]を用いて，周辺
情報を低次元の空間に射影し，その射影結果を用いて Web
標識を構成する． 
本研究のプロトタイプでは，構造的周辺情報を構成する

Webページ群の特徴ベクトルを 2次元空間に，内容的周辺空
間を構成する Web ページ群の特徴ベクトルを 1 次元空間に
射影する．その後，この 2つの射影空間を統合し，統合した
射影空間を用いてWeb標識を構成する． 
図 3はWeb標識のプロトタイプの画面である．Web標識

内の垂直軸方向に構造的周辺情報を黄色のノードで，水平軸
に内容的周辺情報を赤いノードで，閲覧中の Web ページを
原点に表示している． 
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図図図図 3  Web3  Web3  Web3  Web 標識のプロトタイプ標識のプロトタイプ標識のプロトタイプ標識のプロトタイプ    

Fig.3  Prototype WebSign SystemFig.3  Prototype WebSign SystemFig.3  Prototype WebSign SystemFig.3  Prototype WebSign System 
3.23.23.23.2    WebWebWebWeb標識の利用方法標識の利用方法標識の利用方法標識の利用方法    

Web標識内の各ノードは各Webページに対応する．Web
標識は，ユーザがシステムに Web 標識の要求を通知した際
や，一定のページ数を閲覧した際に表示することとする．
Web 標識内のノードを選択すると，そのノードに対応した
Webページにナビゲートする．又，ユーザはWeb標識を利
用せずに通常のリンクナビゲーションをすることもできる． 
3.33.33.33.3    WebWebWebWeb標識とブックマーク標識とブックマーク標識とブックマーク標識とブックマーク    
Web 標識とブックマークは密接な関係にある．ブックマー
クは，URL という情報を提示する既閲覧ページへの案内であ
るのに対して，Web 標識は，閲覧中の Web ページの周辺情報
を提示するため，既閲覧ページ，及び未閲覧ページへの案内
をすることが出来る．ブックマークも Web 標識も共に Web ペ
ージへの案内であると考えれば，この二つの提示する情報は
補完関係にあるため，ブックマークと Web 標識は共存できる
と考える．例えば，各ブックマークページに対してそれぞれ
Web標識を生成すると，ブックマークページの周辺情報をWeb
標識で提示することが出来る．他にも，Web 標識上にブック
マークを表示することなどが考えられる． 
 

4. WebDriving4. WebDriving4. WebDriving4. WebDriving    
本論文で提案する WebDriving とは，ユーザが Web ページ
を閲覧中に，周辺情報も同時に閲覧しながら Driving 感覚で
Web 情報空間をブラウジングすることを目的としたものであ
る． 

 

図図図図 4  WebDriving4  WebDriving4  WebDriving4  WebDriving    
Fig.4  WebDrivingFig.4  WebDrivingFig.4  WebDrivingFig.4  WebDriving 

図 4 の様に，通常のリンクナビゲーションにおいては閲覧
中のWebページからの1つの経路しか見ることは出来ないが，
WebDriving においては，閲覧中の Web ページと共にリンク構

造的な周辺情報やリンクでは直接つながっていないが，内容
的に類似しているような周辺情報などもユーザに見せるこ
とが出来る．WebDriving を用いることで，ユーザは周辺情報
を認知しながら Web 空間を移動することが出来るため，常に
自分の現在地を把握することが出来ると思われる． 

 
4.14.14.14.1    WebDrivingWebDrivingWebDrivingWebDrivingの実現方法の実現方法の実現方法の実現方法    
WebDriving は，メインブラウザと周辺ブラウザの 2つによ
って実現する．閲覧中の Web ページと周辺情報を分けて表示
するため，メインブラウザには閲覧中の Web ページを，周辺
ブラウザには周辺情報を見せる． 
WebDriving を行う場合，まず閲覧中の Web ページの周辺情
報を取得し，取得した周辺情報を周辺ブラウザに表示する．
ユーザがメインブラウザに表示されるWebページを見ている
間は，周辺ブラウザ上の周辺情報は変化しない． 
次に，ユーザがリンクナビゲーションを行うと，メインブ
ラウザはリンク先の Web ページを表示し，周辺ブラウザ上に
表示される周辺情報も，閲覧中の Web ページの周辺情報から
リンク先の Web ページの周辺情報へと変化する． 
又，周辺ブラウザ上の周辺情報をユーザが選択すると，メ
インブラウザは閲覧中のWebページから選択されたWebペー
ジまでの経路上のWebページをメインブラウザ上で順に見せ
る．この時同時に，周辺ブラウザ上に表示する周辺情報も，
閲覧中のWebページから選択されたWebページまでの周辺情
報に順に変化する． 

 

図図図図 5  WebDrivin5  WebDrivin5  WebDrivin5  WebDrivingggg の実現方法の実現方法の実現方法の実現方法    
Fig.5  A Way to Realization of WebDrivingFig.5  A Way to Realization of WebDrivingFig.5  A Way to Realization of WebDrivingFig.5  A Way to Realization of WebDriving 

4.24.24.24.2    WebDrivingWebDrivingWebDrivingWebDrivingの利用方法の利用方法の利用方法の利用方法 
WebDriving の利用方法はいくつか考えられる．ここでは，
メインブラウザ上で閲覧するWebページの連続のことをメイ
ンとなる経路と呼ぶ． 
a) メインとなる経路がリアルタイムで変化する場合 
これは，ユーザが閲覧中の Web ページの次に，どの Web ペ
ージを閲覧するのかをシステムが前もって分かっていない
場合である．この場合，ユーザが閲覧中の Web ページの次に
閲覧する Web ページを選択した後に，その Web ページの周辺
空間をリアルタイムで生成し，そこから周辺情報を取得して
ユーザに提示する． 
b) メインとなる経路を前もって指定する場合 
これは，ユーザが問い合わせ等を行い，メインとなる経路
を WebDriving を行う前に決定し，それに従って WebDriving
を行う場合である．この場合，ユーザが閲覧中の Web ページ
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の次に，どの Web ページを閲覧するのかをシステムが前もっ
て分かっているため，周辺情報の中でもメインとなる経路中
の Web ページと内容が類似しているものを，周辺情報として
ユーザに提示する．  
c) メインとなる経路をナビゲーションが終わった後に
指定する場合 

これは，ユーザが通常のナビゲーションによる Web ページ
の閲覧を全て終えた後に，ユーザの閲覧履歴とその周辺情報
を，WebDriving を用いて再度ユーザに提示する場合である．
WebDriving で辿る経路が既に決定しているため，ユーザの閲
覧履歴の Web ページとそれぞれの周辺情報を全て取得し，そ
の後 WebDrving を行う．ユーザが通常のナビゲーションを用
いて Web ページを閲覧していた場合，閲覧履歴の Web ページ
の周辺情報をユーザに提示するため，最初の閲覧においては
気付かなかったような Web ページに気付くことが出来る． 
4.34.34.34.3    プロトタイププロトタイププロトタイププロトタイプの実装の実装の実装の実装    
上記の実現方法に従って，WebDriving システムのプロトタ
イプを実装した．図 5 に実装した WebDriving システムのプ
ロトタイプのブラウザ画面を示す．メインブラウザには閲覧
中の Web ページを，周辺ブラウザには周辺情報を見せる． 

 

図図図図 5  WebDriving5  WebDriving5  WebDriving5  WebDriving のプロトタイプのプロトタイプのプロトタイプのプロトタイプ    
Fig.5  Prototype WebDriving SystemFig.5  Prototype WebDriving SystemFig.5  Prototype WebDriving SystemFig.5  Prototype WebDriving System    

 

5. 5. 5. 5. まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題 
本論文では，Web コンテンツの周辺情報を提示することに
よるナビゲーション支援を提案した．又，ユーザに対して周
辺情報を提示する方法として以下のような Web 標識と
WebDriving を提案した． 
・ Web 標識：ユーザが閲覧中の Web ページと周辺空間との
関係を認知 

・ WebDriving：ユーザが Web ページと周辺情報を同時に閲
覧しながら Web 空間を移動 
又，実装した WebDriving について考察を行った． 
・ WebDriving を用いることで，閲覧中の Web ページと周辺
情報を同時に閲覧しながら，Web 情報空間をブラウジン
グすることが出来た．それにより，ユーザの効率的な情
報探索の支援を行うことが出来た． 

・ 周辺情報の取得に長い時間が必要だった．これは周辺情
報の取得が，Web 空間とのデータ通信速度に大きく依存
するためである． 

・ 周辺情報の取得に時間がかかるため，WebDriving をスム
ーズに行うことが困難であり，ユーザがドライビング感
覚を得ることはほとんど無いと思われる．これはプロト
タイプシステムのユーザインタフェースに因る部分も
大きいと思われる．    

Web 標識は，閲覧中の Web ページと周辺空間の関係を示す

ものであるのに対して，WebDriving は，ユーザに対して同時
に周辺情報を見せながら， Web 空間を移動するものである．
このことから，Web 標識と WebDriving は併用することが可能
であると考える．ユーザは，Web 標識と WebDriving を併用す
ることで，Web 標識により閲覧中の Web ページと周辺空間と
の関係を認知しつつ，WebDriving により Web ページと周辺情
報を同時に閲覧することが出来ると考える． 

 

図図図図 6  Web6  Web6  Web6  Web 標識と標識と標識と標識と WebDrivingWebDrivingWebDrivingWebDriving    
Fig.6  WebSign and WebDrivingFig.6  WebSign and WebDrivingFig.6  WebSign and WebDrivingFig.6  WebSign and WebDriving 
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