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Web 情報検索は，単に個人のための情報収集にとどまるも

のではない．Web コンテンツをグループで共有する状況が考

えられる．他のユーザから，推薦された Web コンテンツを共

有する状況である．この時，コンテンツが選ばれた背景を知

る事は重要である．背景とは，ユーザの Web 検索目的や，類

似 Web ページの閲覧数,閲覧した内容の範囲等の情報である．

この背景を理解する事によって，ユーザの閲覧がいかに目的

を達成しているか，また，推薦されたコンテンツが，いかに

閲覧した中から精選されているかについて知る事ができる

からである．そこで初めて，推薦ページに対する信頼度を推

定する事ができ，他のユーザの探索のために効果的に利用す

る事が可能になる．本論文では，Web ページが推薦されるま

での履歴から Web 探索の達成度や精選度を計算する事で，ユ

ーザの探索履歴を評価し，その指標を用い，他人の既閲覧ペ

ージ群の中から，ユーザの探索を補足する有用なページを発

見，提示する手法について提案する. 

 

Recently, Web information retrieval is not only for 
single user but also for multiple users. Namely, it is the 
case that a user refer to Web contents retrieved and 
recommended by other users. In such case, it is important 
for users to understand the background (navigation 
history) until finding out the contents. Because users can 
judge whether the recommended contents are selected 
carefully and investigated extensively if we understand 
the background. And when they can understand the 
background, they can estimate the recommended contents 
with the background. In this paper, we propose a way to 
estimate user's recommendation contents through Web 
exploration using selectivity and achievement. Moreover, 
we propose a method to discover and provide useful 
contents for other users. 

 
1. はじめに 
WWW の急激な発達に伴い，Web での情報検索は身近なものに
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なりつつある．職場や教育現現場でのグループワークにおい

て，また Web ショッピングや旅行先決定などで，他人から教

えられた Web 情報を参考にする場面は多い．つまり，個人が

Web 探索により得たコンテンツをグループで共有するという

Web 利用法が求められている. 

 本論文では,ユーザが Web 探索により得たコンテンツをグ

ループ内に推薦するモデルを想定している．これを現状のメ

ールやチャット等の方法で行おうとすると，ユーザの選択理

由や推薦を行うまでの Web 探索範囲が明確でなく，推薦情報

の価値がわかりにくい．つまり，グループでの探索という事

を考えた場合，他のユーザによって推薦されたページを見て

も，自分の探索の手助けにはなり難い点が問題であると考え

られる． 

 協調作業を支援する従来のシステムとしては，いわゆるグ

ループウェアがあるが，Web 探索を対象としたものではない．

また，各ユーザのブックマークを共有するような Web サイト

も存在するが，タイトルと URL のみを保持するブックマーク

の共有ではグループを支援する事は難しい．また，ユーザへ

のコンテンツ提案手法として,ソーシャルフィルタリング

[1]や様々な推薦システム[2]もある．しかし推薦される Web

ページの関連分野は自分で探さなければならないという問

題点がある．また，Web ページ自体を評価するものであって

Web 探索行為そのものを評価したものではない． 

 本論文では，探索結果のみではなく，探索結果に至るプロ

セスやその行為を含めて保存するコンテクストブックマー

ク[3]の手法を拡張して用い，ユーザの Web 探索履歴を評価

する．探索履歴を利用する事により，ユーザの探索目的や探

索範囲を把握し，探索履歴と共にグループ内で共有する．そ

の評価情報を用い，ユーザの探索に同期して，有用な Web ペ

ージを共有データ内から検索，提示することで，ユーザの探

索を支援する事を目的とする. 

 

2. 閲覧履歴の利用 
2.1 グループ支援型Web探索 
本論文では個人のWeb探索による情報をグループ内で共有

する環境をグループ支援型Web探索[4]と呼んでいる.グルー

プ旅行の行き先を決定するために，各人が Web 探索を行うと

いった状況である．つまり，本論文においては，グループは

特定多数を対象としている.グループは，同じ目的を持って

探索を行っているユーザ群から明示的に定義する． 
 本システムとしては，クライアント端末を持つユーザグル

ープと,情報を蓄積,共有するサーバマシンから構成する. 

各ユーザは Web 閲覧を従来のように行い,他のユーザにも薦

めたいと思った情報（Web ページ）をサーバに送信する. 

また,その時同時に，履歴情報やクリックしたアンカー情報

など,解析に必要な情報もサーバに送る.解析に必要な情報

の詳細は後述する.サーバは送信された情報を保存，解析し,

グループ内で利用できる環境にするものである. 

2.2 閲覧履歴の利用価値 
まず具体例として,北海道のスキー場のページが推薦され

ている場合を考える.スキー場を探しているユーザが，その

推薦ページを見た時に,その推薦ページだけで行きたいスキ

ー場を決定するという事は想定し難い.推薦されたスキー場

が,他所に比べてどのように良いのかが，明記されていない

限り判別しにくいからである．結果，ユーザはその推薦ペー

ジ以外のページも見たいと考えても，どこをさらに調べれば

効率的なのかは不明である．ユーザは結局，ページの推薦者
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と似たような Web 探索を行う事になる． 

 この問題を解消するため，推薦者の Web 探索の評価情報か

ら，他のユーザに提示すべきページを発見する事で Web 探索

を効率化する事が本論文の目的である.そこで，ユーザの Web

探索を評価する尺度として達成度，精選度を以下に定義する． 

(1) 達成度：ユーザの探索目的に沿った Web ページをどれく
らい多く閲覧したかを表す指標． 

(2) 精選度：どの程度他の類似 Web ページと吟味されて推薦
ページは選ばれたのかを表す指標． 

ここで，達成度と精選度を算出するに当たって，ユーザの

目的を知る必要が出てくる．そこで，ユーザの目的を表す単

語を閲覧履歴から抽出し特徴ベクトル化することを考える．

同時に閲覧ページ内の単語も抽出し，特徴ベクトル化する事

を考える． 

 

3. 閲覧履歴のトラッキング 
3.1 特徴ベクトルの抽出 
目的を推定するために，ユーザの閲覧行動から目的を表す

と考えられるキーワードを抽出し，特徴ベクトルを作成する．

以下では，その手法について説明する． 

 対象とする履歴としては，ユーザがWeb閲覧を始めてから,

検索サイトを利用したり，リンクナビゲーションを行ったり

しながら，辿り着いたページを推薦するまでの Web ページ群

である．Web 閲覧で用いられる検索キーワードとユーザがク

リックしたアンカーの文字列からユーザの閲覧目的を抽出

する. 

 ユーザがクリックし,ナビゲーションが行なわれたリンク

アンカーの文字列から形態素解析[5]により単語を抽出し，

その単語と出現頻度を要素として取り出し，閲覧においてク

リックされたすべてのクリックアンカーについて収集する．

また，検索キーワードに出現頻度としての重みをつけ，単語

集合に含める．これらの単語集合から単語と出現頻度を要素

とした特徴ベクトルを作成する．この特徴ベクトルを"トラ

ッキング特徴ベクトル"と呼び，ユーザが推薦を行うまでの，

一連の探索における探索目的を表すものと考える． 

 各閲覧 Web ページについても，トラッキング特徴ベクトル

と同様に各閲覧 Web ページの文章から単語を抽出し，その単

語と出現頻度を要素として"ページ特徴ベクトル"を作成す

る．（図 1参照） 

 
図 1 各種特徴ベクトル 

Fig.1 Feature Vector 
 

3.2 達成度 
前節で，各ユーザが推薦 Web ページを探し出すまでの目的

を推定する方法を述べた．また，2.2 節の定義から，ユーザ

が閲覧目的に沿ったページを多数閲覧した場合に,その探索

の達成度は高い．そこで，本論文では,トラッキング特徴ベ

クトルと,各ページ特徴ベクトルの類似度を用いる．つまり，

この類似度の高い Web ページを多く見ている Web 探索は,達

成度が高いと考える．よって，達成度(Achievement)を表す

式は,トラッキング特徴ベクトル T と，各閲覧 Web ページの

ページ特徴ベクトル Pの類似度の和を取って，次のようにな

る． 

Achievement =Σn Sim(T,P) 
 類似度計算にはコサイン類似度を用いる. 

3.3 精選度 
2.2 節より，ユーザが推薦ページを類似ページと吟味する

ほど精選度は高い．つまり，ユーザが推薦する Web ページを

探し出すまでに,類似したページを多く見てから選んだ場合

に，精選度は高いと考えられる．そこで，これらの客観的な

類似度をみるために，推薦 Web ページとその他の各閲覧 Web

ページそれぞれとのページ特徴ベクトルの類似度を求める．

この類似度の和が大きいほど精選度は高いといえる．よって，

達成度と同様に考えて，精選度(Selectivity)を表す式は，

推薦ページのページ特徴ベクトル rP と，各閲覧 Web ページ

のページ特徴ベクトル Pを用いて，次のようになる． 

Selectivity=Σn Sim(rP,P)  
この達成度と精選度の二つの基準によりユーザのWeb閲覧

を評価する． 
 

4. 既閲覧ページの同期化提示 
前節までで，ユーザの目的を推定し，閲覧履歴を評価した．

本節では，本論文の目的である，他のユーザにグループ内の

既閲覧ページを提示する手法について述べる．ユーザが閲覧

を行うにつれて，その閲覧目的の変遷を読み取り，補足ペー

ジをリアルタイムで提示する手法についてである．  

4.1 ユーザの行動に沿ったWebページの提示 
本論文では，他のユーザの閲覧履歴から効果的な Web ペー

ジを検索し，提示する．この時，時間と共に変遷していくユ

ーザの探索目的を探索行動から推定する事で，何を提示する

べきかの判断を行う．本節では，ユーザの探索行動によって

提示するページを変える手法について述べる．ユーザの行動

によって以下の 3種類のフェーズに分けられる． 

１．内容の似通っていないページをいろいろ見ている時 

この時は，ユーザはなかなか目的が絞りきれていないと考

えられるため，ユーザの探索目的に合致した，ユーザの探索

の指針となるようなページを発見するよう促したい．そこで，

ユーザの目的にあったいろいろなページを提示する"発散"

フェーズとする． 

２．類似ページを続けて見ている時 

この時，ユーザの探索は気に入った一つの内容のページを

発見し，他の似た様なページを見て精選しようとしている状

態といえる．よって，一つ目の推薦がなされるまでは，その

精選する探索を支援する事が効果的であると思われる．そこ

で，より探索の精度を上げるために,現在閲覧しているペー

ジ群に対して，類似度の高いページを提示する"収束"フェー

ズとする． 

３．ある程度ユーザの考える範囲は調べた時 

推薦ページを送った後などにこの状況になる．ユーザが今

まで関心がなかった部分であるが，グループ内の探索として

は閲覧するべき内容の部分を提示する事で，新たな分野の関

心を促す事ができると考えられる．そこで，今まで探索して

いなかった内容のページを提示する"補完"フェーズとする． 

4.2 フェーズの決定 
前節述べたフェーズのそれぞれの決定方法について述べ

る．決定に当たっては精選度(Selectivity)と達成度

(Achievement)を利用した S-A グラフを導入する． 
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図2に探索履歴の精選度と達成度についてあらわすS-Aグラ

フの実例を示した．ここで，探索中のユーザはまだ推薦を行

っていないため，現在の閲覧ページを仮想的に推薦したと仮

定した時の精選度と達成度を，ユーザの閲覧する Web ページ

が変わるごとに算出する．そこで，ユーザが現在のページを

見るまでの Web 探索に対して,履歴 Web ページを２次元平面

上に配置したもので，履歴ページを赤い点で表している． 

 
図 2 S-Aグラフ 
Fig.2 S-A Graph 

 S-A グラフの横軸は閲覧中の Web ページと各履歴 Web ペー

ジとの類似度，縦軸は Web 探索におけるトラッキング特徴ベ

クトルと各履歴 Web ページの特徴ベクトルの類似度である．   

このグラフ内の点の分布が何処に偏っているかを見る事に

より，ある程度ユーザのWeb探索状況を推定する事ができる． 

つまり，S-A グラフを作成する事により,ユーザの Web 閲覧探

索を達成度，精選度の面から評価する事ができ，このグラフ

を利用することでユーザの行動モデルを推測できる． 

ここで，前節で定義した分類に沿って，ユーザの行動を S-A

グラフに当てはめて考える． 

１．発散フェーズ 

ユーザの探索行動の初期で，あまり多様なページを閲覧し

ていないため達成度は低く，ひとつの内容に絞っての取捨選

択もなされておらず，精選度も低い状態であると思われる．

つまりS-Aグラフの図のAの部分に多くのページが分布して

いる状態である．この時はユーザの目的に関連したページを

多く見せて Cの部分に分布が移るよう支援する． 

２．収束フェーズ 

ひとつの内容に絞り，類似ページを見ようとしているため，

精選度が高くなってきた状態であると考えられる．つまり，

AC に分布していたページが BD の方に移行してきた状態であ

る．この時は，閲覧ページとの類似ページを見せて，より精

選度を上げる（BD でもより右の方へ移る）よう支援する． 

３．補完フェ－ズ 

ある程度自分の中の目的について調べ終わっており，達成

度，精選度が共に高い状態であると考えられる．ある程度 D

に分布してきた状態である．この時，ユーザが考えるページ

はある程度閲覧し終わったと思われるので，グループとして

の目的ではあるが，ユーザの探索目的ではなかった内容のペ

ージを提示する． 

4.3 提示ページの検索方法 
本節では，各フェーズでの補足ページの検索方法について

述べる．検索対象は，グループ内ユーザによってサーバに蓄

積されている推薦ページと，それに付随する履歴ページ群で

ある．この一つの推薦ページと，それに対応する履歴ページ

群を履歴セットと呼ぶ． 

 フェーズに関係なく共通する検索方法として，まず履歴セ

ットを検索し，履歴セットの中から適当な Web ページを検索

する．ここで，履歴セットの検索方法を説明する前に，達成

度の定義を二つに拡張する．2.2 節で述べたように，達成度

はユーザが考える目的に対して，どの程度の範囲調べている

かを表す指針として考えてきた．本節からは，これまで考え

てきた達成度を個人達成度とする．これに対して，グループ

としての閲覧目的の内，各ユーザがどの範囲を閲覧したか，

という指針を導入する．個人の目的に対する個人達成度に対

応して，これはグループ達成度と呼べるものである．  

[グループ達成度] 
3.1 節で，各ユーザの探索における個々の探索目的を特徴

ベクトルによって表す方法を述べた．ここでグループ全体と

しての目的を定義する． 

 本論文では，グループは同じ目的を持ったユーザ群と明示

的に定義してあるので，多数のユーザから同じ目的を持つユ

ーザグループ決める必要はない．そこで，グループ内の各ユ

ーザのトラッキング特徴ベクトルを足し合わせる事によっ

て，グループとしての目的を表す．各ユーザのトラッキング

特徴ベクトルの次元を合わせ，その要素を足し合わせた特徴

ベクトルを"グループ特徴ベクトル"とし，グループとしての

目的を表すものと考える．よって，各ユーザの探索における

グループ達成度(GroupAchievement)は，グループ特徴ベクト

ル Gと，探索履歴の各閲覧 Web ページのページ特徴ベクトル

P を用いて，個人達成度と同様に次のように定義する事がで

きる． 

GroupAchievement = ΣSim(G,P) 

4.4 フェーズにおける検索方法 
本節で各フェーズにおける検索方法を述べる． 

4.4.1 発散フェーズ 
図 3 において，Web 空間内のページの分布を模式的に表し

た．実際の Web はこのように連続的に分布していないが，模

式的に Web ページの集合であると考える．図で，ユーザが考

える情報範囲とは，ユーザが自分の探索目的に近いと推定さ

れる Web ページ集合を表す範囲である．また，グループにと

っての情報範囲とは，グループの各ユーザが考える探索範囲

の和である．この図内で，近くにあるページほど類似してい

る．また，より広範に渡るページ集合を見ているほど，目的

を達成していると考えられる． 

  
図 3 発散フェーズ 

Fig.3 Divergence Phase 
このフェーズでは，ユーザはまとまりのない範囲を閲覧し

ているため，ユーザの目的に適合するページを提示する事で

発散させる方向性を与える事を考える．図において，閲覧範

囲と提示すべきページの関係を表している．具体的な手法と

しては，トラッキング特徴ベクトル同士の類似度を用いて検

索する．この類似度が高い履歴セットは，行動を推定してい

るユーザと似通った目的で探索が行われた履歴であると考

えられるからである．その履歴セットから，ユーザのトラッ

キングベクトルとの類似度が高いページから提示する 

4.4.2 収束フェーズ 
前節の図と同様に図 4に示した．図にあるように，ユーザ
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が類似度の高いページ同士ばかりを見て，探索が収束してい

る時のフェーズである．この時は，現在閲覧しているページ

との類似ページを提示する事でユーザの探索の精選度をよ

り上げる事を考える．この時，ユーザの閲覧するページと類

似した内容で，多くの類似ページを見た精選度の高い履歴セ

ットから検索をしたい．そこで，検索方法としては，まず，

トラッキング特徴ベクトル同士の類似度がある閾値以上の

履歴セット集合の中で，精選度の最も高い履歴セットを検索

する．その履歴セットから現在閲覧しているページとの類似

ページ群を提示する． 

 
図 4 収束フェーズ 

Fig.4 Convergence Phase 
4.4.3 補完フェーズ 
図 5に示した．図にあるように，ユーザはある程度，自分

の目的から考えられる範囲を探索したと思われるフェーズ

である．この時は，ユーザが考えていた目的からは少し外れ

ているかもしれないが，グループの目的には入っている部分

をユーザに提示する事により，ユーザの探索の視野を広げる

と共にグループの目的を補完する事ができると考えられる． 

 そこで，4.3.1 節で定義したグループの目的を表すグルー

プ特徴ベクトルを利用する．ユーザのトラッキング特徴ベク

トルとの類似度が低く，かつグループ特徴ベクトルとの類似

度が高い，トラッキング特徴ベクトルを持つ履歴セットを検

索する．その中からより吟味されているページ群を提示する

ために，精選度の高いページ群を検索する． 

 
図 5 補完フェーズ 

Fig.5 Complementary Phase 
4.5 インターフェイス 
前節で検索方法について述べたが，検索結果のページのユ

ーザへの提示方法として，どういう順序で，どういうタイミ

ングで提示するかというインターフェイスの問題がある．前

節の定義から，検索結果は履歴セットとその中のページがラ

ンキング形式で抽出される事がわかる．そこで，検索結果の

ページをランキング順に提示する． 

 提示するページ数としては１ページとし，ユーザのブラウ

ザの横に並べて表示する．これはユーザが自身の閲覧に対し

て補助的なページであり，閲覧と同時に参照できるページ数

は，１ページであると考えたからである．  

 また，ユーザの Web 探索と提示されるページの関係を理解

できるように，S-A グラフを同時に表示する．S-A グラフに

より，提示されたページがユーザの現在の探索に対してどう

いった位置づけであるのかを見る事ができると考えられる．

この時，4.4 節でも述べたとおり，達成度として，個人達成

度とグループ達成度があるため，補完フェーズでは２種類の

達成度を軸とした S-A グラフをそれぞれ表示する． 

 

5. おわりに 
本論文では，ユーザの探索を効率化する探索履歴の共有と

提示方法について提案した．まず，個人の Web 探索の背景を

知るために，グループで共有する際の評価方法として，精選

度と達成度という指針を導入した．それら２つの指針を利用

してS-Aグラフを作成し，ユーザの閲覧行動の様子を推定し，

動的にユーザの行動に応じた補足ページを検索し，提示する

方法について提案した． 

 今後の課題としては，評価実験を行いたい．評価方法とし

てはユーザの行動に対するフェーズの正確性，提示ページの

有用性について検討したいと考えている． 
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