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 Web ページは他の様々な Web ページからリンクによって参

照されており，どのような内容から参照されているかを調べ

ることでそのページの Web 上での見られ方を知ることがで

きる． こうした Web ページの外面的な意味を，我々は Web

ページの“アスペクト”と呼ぶ．本論文では，アスペクトの

基本概念とその発見方法について説明する．提案手法では， 

Web の論理構造に基づき，Web ページへの参照を特徴付ける

適切な範囲の Web コンテンツをそのページへの参照コンテ

キストとして抽出し，類似したコンテキストをクラスタリン

グすることで，典型的な参照内容を表すキーワードをアスペ

クトとして抽出する．アスペクトの発見は，あるページの

Web上における位置づけや評判を把握するのに有用であると

考えられる． 

 
Considering that a web page is referred to by other 

pages in various contexts through links, these contexts 
indicate the reputation of the page. Such references are 
called “aspects” of the web page, as distinguished from 
the content of the page. In this paper, we propose an 
approach for discovering aspects for characterizing web 
pages based on their context. Based on the logical 
structure of the web, our approach discovers the 
appropriate range of surrounding contents and assigns 
them as the context of the web page. The aspects of the 
web page are discovered by clustering multiple contexts 
so that each aspect represents “typical reference” to the 
page. The idea of aspect provides a context-based means 
of distinguishing web pages from each other. The paper 
explains the details of the aspect discovery method and 
its experimental implementation. 
 

1. はじめに 
Webの普及により，今日Webは重要な情報源の１つとなって

いる．Web上には，様々なユーザによって公開された大量の

Webページが存在している．Webの特徴は，Webページが相互

にハイパーリンクによって関連付けられていることであり，

あるWebページは他のWebページから様々な内容で参照され

ている．例えば，ある企業のWebページは，一般的に，その

企業の製品やサービスに関する情報を載せている．しかし，

他のWebページからは，地元の優良企業として参照されてい

たり，ある共同研究のメンバーとして参照されていたりする

ことがある．これら“地元の優良企業”や“共同研究のメン

バー”は，このWebページ（あるいは企業）が外部からどう
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見られているかを表している． 

このように，あるWebページには，その中身に関するセマ

ンティクスだけではなく，他のページからどのような内容で

参照されているかというセマンティクスも存在する．我々は，

こうした参照に基づくセマンティクスを，Webページの外面

的な意味ということでアスペクトと呼ぶ．Webページのアス

ペクトは，Web上におけるページの社会的位置付けや評判を

表していると考えられる．例えば，ある企業のWebページの

アスペクトは，その企業のWebにおけるブランド戦略に役立

つと考えられる．また，ある製品やサービスに関するWebペ

ージのアスペクトは，それらのWeb上における評判やトレン

ドを分析するのに役立つと考えられる． 

本論文では，Webページのアスペクトのコンセプトを提案

すると共に，Webからアスペクトを発見する方法を提案する．

第2章では，あるWebページへの参照を表すコンテキストを，

Webの論理構造に基づいて定義する．第3章では，参照コンテ

キストの抽出方法について説明する．第4章では，抽出され

たコンテキストからアスペクトを発見する方法について説

明する．第5章では，プロトタイプの実装と評価実験につい

て述べる．最後に関連研究と今後の課題について述べる． 

 

2. Webページのコンテキスト 
あるWebページを参照するコンテキストは，Webページへの

リンクアンカーとその周辺に存在するWebコンテンツによっ

て表される[1]．単語のコンテキスト[2]とは異なり，Webペ

ージのコンテキストは，Webを構成するHTMLやXMLなどの文書

構造とリンク構造の影響を受ける．例えば，上位段落のコン

テンツは下位段落のコンテンツの主題を表したり，リンク元

のコンテンツはリンク先のコンテンツの分類（リンク集な

ど）を表したりする．したがって，Webページのコンテキス

トは，Webの論理構造を反映した周辺コンテンツによって表

される． 

Webの論理構造は，HTMLやXMLなどによって定義される文書

要素のツリー構造と，それら文書要素のリンクによってモデ

ル化される．このモデルは，各文書要素をノード，文書要素

間の親子関係もしくはリンク関係をエッジで表した有向グ

ラフG = (V, E) によって表すことができる（V, E は，それぞ
れノード集合およびエッジ集合）．図１に例を示す．Webの

論理構造に基づき，あるWebページpの参照コンテキストを
c(p)は，以下の条件を満たすGの部分木 c(p) = (Vc, Ec) (Vc ⊂ V, 
Ec ⊂ E) として定義される： 

1. c(p) はページpへのリンクアンカーaを含む． 
2. ある文書要素v ∈ Vcに対し，以下のいずれかを満たす文

書要素v’∈ Vcが存在する： 

• vはv’の親，子，もしくは兄弟に位置する文書要素で
ある． 

• vはv’のリンク元の文書要素である． 
3. どの２つの文書要素(v, v’) ∈ Vcも，コンテキスト内の

ある１つの文書内の文書要素に同時にリンクしていな

い． 

コンテキストは，直感的には，対象ページへのリンクアンカ

ーを基点に，親子・兄弟およびリンク元の文書要素へと広が

っていく．ただし，コンテキストの一貫性を保つため，文書

要素への多重リンクが存在する場合，各々のリンクごとに独

立したコンテキストとして分岐させる． 図１の例では，灰

色のノードとそれらの間のエッジによって構成される部分
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木が，Webページpのコンテキストc(p)を表す．  

 

  

図 1  Web ページのコンテキスト 

Fig.1  Context of Web page. 

 

3. コンテキストの抽出 
コンテキストの抽出では，適切なコンテキスト範囲を特定

しなければならない．以下の節で，具体的な方法について述

べる． 

 
3.1 コンテキスト・キーワードの抽出 
あるコンテキストは，以下のようなキーワードによって特

徴付けられる： 

1. 対象ページへのリンクアンカーの近くに出現する． 
2. そのコンテキストにのみ頻繁に出現し，他のコンテキ
ストにはあまり出現しない． 

第１の基準は，コンテキストに含まれる各キーワードとリ

ンクアンカーaとの間の距離に基づいて評価される．あるキ
ーワードkとリンクアンカーaの間の距離は，コンテキストを
表す部分木において，kを含む文書要素とリンクアンカーaを
結ぶパスの長さとして表される．図１では，kと記されたノ
ードとaのノードとをつなぐパス（太線）で表される．一般
にあるキーワードは複数の文書要素に出現するため，実際の

距離は，キーワードの各出現とリンクアンカーとの距離の平

均値として以下のように求められる： 
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ここで，oi は，キーワードkの各出現を表す．ds(oi, a)および
dl(oi, a)は，それぞれ親子関係とリンク関係に基づく距離を表
し，wsおよびwlは各々の距離に対する重み付けを表す． 

第２の基準を評価するために，我々はtficf値 (text frequency, 
inverted context frequency )を定義する．tficf値は，従来のテキ
スト検索における単語のtfidf値[3]と同じ考え方に基づいて

k
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ここで，nkはキーワードkのコンテキスト内での出現頻度を表

テキ

ス

対象ページ p

Webコンテンツの論理構造
G(V,E)

リンクアンカー a
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親子関係

文書要素

Webページ

リンク関係

コンテキスト

し，Mおよびmkはそれぞれ全てのコンテキスト数とそれらの

中でキーワードkが出現するコンテキスト数を表す． 
上記２つの評価基準に基き，あるキーワードkがコン
トを特徴付ける度合いを表す文脈貢献度を定義する．文脈

貢献度は，以下のように求められる：  
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あるコンテキストの内容は，文脈貢献度の高いキーワード

集

3. コンテキスト範囲の特定 
象ページへのリンクアン

カ

0

2. 

3. ト・キーワ

4. に対するコンテキスト・キー

 

iii −

合によって特徴付けられる．これらのキーワードをコンテ

キスト・キーワードと呼ぶ．  

 

2 
コンテキスト範囲の特定では，対

ーを基点に周辺範囲を徐々に広げながら，コンテキストの

内容が大きく変化する点を見つけ出す．したがって，抽出さ

れたコンテキストは，ある意味的なまとまりを表している．

コンテキスト範囲の特定は，以下の手順に従って行われる： 

1. リンクアンカーaをコンテキストの初期値c (p)に設定す
る． 

現在のコンテキスト範囲に含まれる文書要素の親子・

兄弟要素およびリンク元要素へとコンテキスト範囲を

拡大し，新しいコンテキスト範囲とする． 

現在のコンテキスト範囲ci(p)からコンテキス
ード集合を抽出する． 

1つ前のコンテキスト範囲

ワード集合と現在のコンテキスト範囲に対するコンテ

キスト・キーワード集合の変化を以下のように求める：

)))(()),(((1))(( pcpcsimilarpcshift KK 1−=  

ここで，K(ci(p))は，コンテキストci(p)のコンテキスト・

  

5. 

1 iiishift

キーワードを要素，その文脈貢献度を要素値とするキー

ワード・ベクトルを表し，similar()関数はキーワード・
ベクトル間のコサイン相関値[4]に基づく類似度を表す．

1つ前のコンテキスト範囲と現在のコンテキスト範囲

での，コンテキスト・キーワード集合の変化量の違い

（変化の急激さ）を，以下のように求める： 

))),(())((max(())(( pcshiftpcshiftpc − )0= −δ  

6. δshift(ci(p))が与えられた閾値θrangeを超えた時点で，現在

 
. アスペクトの発見 

数のコンテキストから参照さ

れ

の範囲のコンテキストを結果として返す．そうでなけ

れば，2から繰り返す． 

4
ある Web ページが異なる複

ている場合もあれば，異なる Web ページが類似したコンテ

キストから参照されている場合もある，アスペクトは，類似

したコンテキストを要約した記述であり，個々のコンテキス

トに比べより抽象化された参照内容を表す．以下の節で，コ

ンテキストからアスペクトを発見する具体的な方法につい

て述べる． 

 
おり，以下のように求められる： 
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4. コンテキストのクラスタリング 
たコンテキスト

，クラスタリング手法として最大距離アルゴ

リ

ig.2  Discovering aspects by clustering contexts. 

4.
eb ページとアスペクトとの間の関連性の強さを評価す

spect confidence)
と

)%のコン
トAjのコンテキスト集合（クラスタZj

1 
与えられたWebページ集合に対し，類似し

をクラスタリングしてアスペクトを発見する．図 2に，基本
的な考え方を示す．各クラスタZjが，個々のアスペクトAjに

相当する．  
提案手法では

ズム(maximin-distance algorithm)[5]を用いる．各コンテ
キストはコンテキスト・キーワード集合によって表され，距

離はキーワード・ベクトルの類似度に基づいて評価される

（3.2節参照）．このクラスタリング手法では，既存のクラス
タから一番遠いコンテキストを見つけ，その距離が十分に遠

い場合に，そのコンテキストを中心とした新しいクラスタを

作成する．最も離れた 2つのクラスタ間の距離に対する比率
をパラメータとして与えればよく，学習の必要がないことが

特徴である．クラスタ中心は，クラスタに含まれるコンテキ

ストの平均キーワード・ベクトルによって表され，これが対

応するアスペクトAjの記述となる． 
 

図 2  コンテストのクラスタリングによるアスペクト発見 

F

 
2 アスペクトとの関連性の強さ 
W

る基準として，我々はアスペクト確信度(a
アスペクト支持度(aspect support)を定義する．これらは，
データマイニングにおける相関ルールの確信度と支持度[6]
に基づいており，以下のようにして求められる： 

アスペクト確信度： 
ページpiのコンテキスト集合のうち，conf(pi⇒Aj

テキストがアスペク

に含まれるコンテキスト集合）に含まれている場合，ペー

ジpiはアスペクトAjとconf(pi⇒Aj)%の確信度で関連付けら
れている． 
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アスペクト支持度： 

全てのコンテキストのうち，supp(pi⇒Aj)%のコンテキスト
キスト集合とアスペクトAjのコンテキがページpiのコンテ

スト集合の両方に含まれていれば，ページpiはアスペクト

Ajにsupp(pi⇒Aj)%の支持率で関連付けられている． 
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ここで，C(pi) = {ck}は，ページpiに対するコンテキスト集合

を表す．|C(pi)⋂ Zj|は，ページpのコンテキスト集合とアスペ
クトAjに対応するクラスタZjのコンテキスト集合との積集合

に含まれるコンテキスト数を表す．例えば，図 2 において，
p1⇒A2のアスペクト確信度とアスペクト支持度は以下のよう

に計算される： 
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5. 評価実験 

プロトタイプの実装 
たアスペク トタイプの詳細

造を表すために使われるタ

• 
クト発見を行った．Web ページ内のテキストを

• 
，

 

5.1 
本研究で実装し

Z1 (A1)

z2z2
z3z3

z1z1

Z2 (A2)

p1

p2

p3

c2
c3

c1

Z3 (A3)

コンテキスト

Webページ

クラスタ

クラスタ中心

p4

c4 c5

c6

c8

c7

ト抽出のプロ

について，以下にまとめる． 

• Webの論理構造の解析では，HTMLで定義されている
タグの中から文書の論理構

グを選択し，それらを使ってWebページの文書構造を
再構成する．表 1 に，プロトタイプで用いたタグを示
す． 
英語のキーワードを対象に，コンテキスト抽出および

アスペ

単語に分割し，ストップワード除去，語幹抽出を行っ

て得られた単語をキーワードとして用いている． 
同一サイトからのリンク参照は，外部からの見られ方

を表すアスペクトの価値を損なうと考えられるため

コンテキスト抽出から除外する．同一サイトは，URL
のホスト名の一致によって判断する．  

タグ名 分類 

html, body ページ全体と本文 
table, th, tr 表 , td 
ol, ul, li, dl, dd, dt リスト 
p 段落 
a リンクアンカー 
h1, ..., h6  見出し

表 1  文

  HTML t

書構造解析 HT タグ 

Tab.1 ags for docum tructure analysis. 

5.  実験結果 
Web ページどうしがア

どう特徴付けられるかを示すため，コンピ

ュ , 

．

に使用する

ent s

ML

 

2
相互に競合すると見なされている

スペクトによって

ータ科学で著名な 3つの大学（Stanford University, MIT

UCB）のホームページを対象にアスペクトの発見を行った．

図 3に結果を示す．実験結果では，全てのページが{college, 

state, university}というアスペクトに関連付けられている

一方，{web, w3c, access, active, organization}と{w3c, 

signature, xml, note}という 2つのアスペクトは MIT のペ

ージにのみ関連付けられ，MIT と他のページを差別化してい
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Fig.3  Distinguishing Web pages by aspects. 

6. 関
eb ページの位置付けを発見する技術として，Web の評判

トマイニング技術に基づき，ある商品の

評

論文では，Web ページのアスペクトの基本概念を示すと

ついて説明した．提案手法

で

味的な関連性

• 
象的な表現
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る．実際，MIT が Web 技術で著名な標準化団体である W3C の

中心的メンバーである（W3C のオフィスが MIT にある）こと

を考えると，これは合理的な結果である．このように，アス

ペクトを発見することにより，外部からの見られ方に基づい

て Web ページを特徴付けることが可能である． 

 

 

図 3  アスペクトによる Web ページの差別化 

 
連研究 

W

検索[7]は，テキス

判を記述しているテキストを Web から抽出する． また，

Web コミュニティ発見[8,9]は，リンクによって相互に強く関

連付けられたページ集合を発見する．さらに，HITS[10]は，

リンク関係の偏りを手がかりに，相対的に重要なページ

(hub/authority)を発見する．これら従来手法と比較し，提

案手法では，Web の論理構造（文書構造とリンク構造）に基

づいてWebページとWebコンテンツとの間の相関関係を発見

し，Web ページをその参照内容で特徴付けている点が異なる． 

 
7. まとめと今後の課題 
本

ともに，アスペクトの発見方法に

は，Web の論理構造に基づき，Web ページへの参照を特徴

付ける適切な範囲のWebコンテンツを参照コンテキストとし

て抽出する．そして，類似したコンテキストをクラスタリン

グすることで，典型的な参照内容を表すキーワードをアスペ

クトとして抽出する．また，プロトタイプによる評価実験で

は，アスペクトにより競合する Web ページを差別化できるこ

とを示した．今後は以下の課題に取り組む： 

• より質の高いコンテキストの抽出方法を提案する．例
えば，集約やナビゲーションなどより意

を反映したコンテキストの抽出を行う． 

アスペクトの表現を，現在のように Web ページのキー

ワードをそのまま使うのではなく，より抽

に置き換えること行う． 

]  
本

意味構造に基

」（課題番号：15017249 代表：田中克己）による．ここ

に記し謝意を表します．また，本研究は，一部独立行政法人

通信総合研究所と京都大学の共同研究「インターネット・コ

ンテンツの意味構造発見に基づく新しいコンテンツ検索・配

信方式の研究」による．ここに記し謝意を表します． 
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