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Web 閲覧の個人特性に基づいた
利用者動向可視化による管理者支援システムの構築
戸

川

聡†

金

西

計

英††

矢

野

米

雄†

本研究では，ネットワーク利用者が閲覧する Web コンテンツの閲覧動向を Kohonen の自己組織化
マップを用いて可視化するシステムを作成した．このシステムでは，個人が行う Web 閲覧行動を基
に集積した，組織単位での Web 閲覧動向を可視化する．ネットワーク管理者は，得られたマップに
より組織としての Web 閲覧動向を俯瞰視できる．このシステムでは利用者が閲覧した HTML ファイ
ルからキーワードを抽出後，シソーラスを用いて得た概念を元にベクトル空間モデルで構成される閲
覧モデルを生成する．生成した閲覧モデルには重み付けを行い特徴量を強調した後，自己組織化マッ
プを用いて可視化する．本稿では，本研究で構築したシステムの概要について述べ，実験データを可
視化した特徴マップを示し考察を行う．

Users Activity Visualization System based on
Individual Web Browsing Characteristic for Administrator Assistance
S ATOSHI T OGAWA , † K AZUHIDE K ANENISHI †† and YONEO YANO †
In this research, we have built a system that visualizes a web browsing activity of the network users by
using Kohonen’s Self-Organizing Map (SOM). This system visualizes a web browsing activity as an organization by making a processing object not an individual user but user group. The network administrator
can understand the web browsing activity as the organization by refering to the map. This system extracts a
keyword out of HTML file, and replaces to concept information, and creates a browsing model that makes
use of Vector Space Model. The feature of the created browsing model is emphasized in weighting, and after
that, visualizes the model by Self-Organizing Map. In this paper, first of all, we explain the outline of the
system. After that, we show the result map which visualizes observed data, and considered it.

する情報に合致しない可能性が存在する．このことから

1. は じ め に

フィルタ情報を基盤とする Web 閲覧制限手法は，一定の

Web の爆発的普及は様々な情報の入手を容易にした．
今日，Web 閲覧者が入手可能な情報は，時事ニュースか
ら原子爆弾の製造方法まで多岐に渡っている．一方，企

効果は期待できるものの実施の厳密性には疑問が残る．

業や大学のキャンパスネットワークなど，その利用規定

いる．インターネット上に散在する掲示版などに対し，

が明確に定められているネットワークの利用者は，規定

他者に誹謗中傷を行っていないかなど，迷惑行為に関す

から著しく逸脱した Web 閲覧は避けなければならない．

る兆候を素早く察知し必要な対策を施すことも必要で

しかし現実には利用者個々のモラルに依存するところが

ある．

大きく，Web 閲覧が完全に規則を遵守して行われている
とは言いがたい．

また最近では，利用者による組織外サイトへの迷惑行
為防止対策もネットワーク管理者の重要な業務となって

このためネットワーク管理者は，利用者のモラルにの
み頼るのではなく，自らも利用者の Web 閲覧動向の把

利用者による規定から逸脱した Web 閲覧を制限する

握に努める必要がある．日常から閲覧動向を把握するこ

ため，フィルタ情報と連動した閲覧制限機構を HTTP プ

とで問題の兆候を早期に発見することができる．また，

ロキシサーバ等に実装する手法が存在する．ここで登録

管理対象組織の実態を反映した密度の濃いフィルタ生成

するフィルタ情報は，利用者に閲覧させたくない URL

も可能となる．

一覧を定義する．しかし変化の激しいインターネット社

そこで本研究では，管理者が組織内利用者の Web 閲

会においてはフィルタ情報の陳腐化が早く，常に最新状

覧動向を把握するための支援システムを開発した．本シ

態に保つことは難しい．また一般に流通しているフィル

ステムは利用者参照の Web 資源を基にベクトル空間モ

タ情報は，Web 集合全体から選別されたものであるた

デルで形成される閲覧モデルを生成する．得られたモデ

めフィルタ密度が粗く，その組織が閲覧を制限しようと

ルは重み付けにより特徴量を強調する．その後閲覧モデ
ルを自己組織化マップを用いて可視化する．管理者は得

† 徳島大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering, Tokushima University
†† 徳島大学高度情報化基盤センター
Center for Advanced Information Technology, Tokushima University

−49−

られた特徴マップを参照することで，利用者の Web 閲
覧動向俯瞰が可能となる．結果，管理者のネットワーク

図1

閲覧モデル作成の流れ

監視作業支援が可能となる．
以下，本稿では 2 章で Web 閲覧動向監視の支援につ
いて述べ，3 章で閲覧モデルと可視化について述べる．

図2

4 章でシステム概要を示し，5 章で本システムにより生
成された特徴マップ例を挙げ考察を行う．

概念からのベクトル生成

2.1 閲覧モデル
閲覧モデル作成の流れを図 1 に示す．

2. Web 閲覧動向監視の支援

HTTP プロキシサーバのログ情報には，いつ，どこか

現在，ネットワーク管理者が利用者の Web 閲覧動向

ら，どの URL が参照されたのか記録されている．この

を把握する場合，HTTP プロキシサーバのログ情報とプ

ログ情報を元に利用者参照の HTML ファイルを取得す

ロトコルアナライザによるトラフィック解析結果が利用

る．取得した HTML ファイルから HTML タグ除去，文

できる．しかしプロキシサーバの膨大なログ情報を解析

字コード変換などの前処理を行う．その後，得られた

するには多大な労力が必要であり，得られる情報もドメ
イン別分類などが主なものとなる ．このためログ情報

Plain Text を形態素解析しキーワードを抽出する．ここ
でキーワードは名詞に属する語，特に一般名詞及び固有

のみを入力とする解析手法では，利用者がどのような概

名詞に属する語をキーワードとして抽出する．

1)

念の情報を閲覧しているかまで踏み込んで把握すること

得られたキーワードを元にシソーラスを参照し該当す

は困難である．同様にプロトコルアナライザによる解析

る概念を探索する．探索の結果，複数の概念が得られた

についても，プロトコル別，ドメイン別分類などの基礎

場合，文書全体の概念集合から一番近い距離を有する概

的情報しか得られない．従ってこれら既存の手法では，

念をそのキーワードが示す概念とする．

管理する組織の利用者がどのような Web 閲覧を行って

得られた概念をベクトル空間モデルで定義される閲覧

いるか把握するための十分な情報を得ることは困難で

モデルとして構成する．1 つの概念が多次元ベクトル 1

ある．

つに対応し，ベクトルの各要素にはその概念が参照され

本研究では，組織に属する利用者群がどのような概念

る URL 別の参照回数が集計される．モデル全体ではこ

の Web 閲覧を行っているか可視化することで管理者の

の多次元ベクトルが概念個数分集まるベクトル集合とな

監視作業を支援する．本研究では管理対象組織の Web

る．
（図 2）

閲覧履歴が HTTP プロキシサーバのログ情報として記

ベクトル空間モデルは，意味ネットワークやフレーム

録されることに着目し閲覧モデルを作成する．さらに，

など知識の論理構造を記述するモデルと比べ，多次元の

実際に利用者閲覧の HTML ファイルが有する概念を抽

ベクトル集合という単純な数理モデルで表現できる．こ

出しモデル生成することで，概念ベースの閲覧モデル生

れによりキーワード間の類似性が余弦類似尺度などの類

成を行う．

似性問題へと帰着できる．またベクトル空間モデルは本

生成された閲覧モデルには重み付け処理を施し特徴量
を強調する．モデルの特徴を際だたせることで管理者は

研究で用いる可視化手法である自己組織化マップへの入
力として親和性が高い2)3) ．

より明確な特徴把握が可能となる．これは管理者による

2.2 特徴量の強調

問題発見の可能性も高めることにつながる．

得られたベクトル集合の各要素に重み付け処理を施す．

強調された閲覧モデルを元に特徴マップ作成を行う．

これにより各ベクトルの特徴量が強調できる．
文書検索分野で用いられる重み付け手法として TF·IDF

管理者はこの特徴マップを参照することで現状認識と問
題発見が可能となる．システムが提示する特徴マップは，

がある．これは局所的重み (Term Frequency:TF) と大域

単体で全体把握が可能となるよう設計されている．この

的重み (Inverse Document Frequency:IDF) の積を各要素

ため全体像を把握するための複雑なマウス操作などを必

の重みとする手法である．TF は，ある文書中に高い頻

要としないため迅速な問題把握が可能となる．

度で出現する索引語がその文書に直接関係があるとする
重み付け手法である．IDF は文書全体における索引語の
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偏在性を重みとする重み付け手法である．頻度の低い索
引語は一般に複数分野にわたって共起する可能性が低く，
mi

このような索引語が存在するだけでも文書を特定するこ

mi(t+1) = mi(t)+

とができる．
本研究では，対象となる概念がどの程度閲覧されてい
るかが議論対象となる．すなわち利用者群に参照される

URL 集合における出現概念の偏在性は重要ではない．今

mi1
x1

mi2
x2

mi3

(t)[x(t) - mi(t)]

min

x3

xn

図3

入力層と競合層との結合

回のモデルでは URL 中に高頻度で出現する概念がその

URL の特徴を表すと考え，単に TF のみを重みとする．
2.3 可視化手法
生成された閲覧モデルは多次元ベクトル集合として構
成されている．これは出現概念とそれを参照する URL
との関係が，多次元空間上での分布として表現されるこ

D
A

C

とを意味する．人間は基本的に 3 次元までの空間は直観
的に把握可能だが，それ以上の多次元空間把握には困難

B

を伴う．

Web のハイパーリンク構造を可視化する試みは，塩
沢らによる “納豆ビュー5) ” を始め盛んに取り組まれてい

図4

特徴マップ例

像することができる．この結果，2 次元に写像された特

3.2 自己組織化マップ
Kohonen により提唱された自己組織化マップ (SelfOrganizing Map:SOM) は，2 層のニューラルネットワー
クで構成される教師なし競合学習モデルである．SOM
はデータ間の幾何学的構造を学習アルゴリズムにより発

徴マップを生成するため，すべての要素を一目で把握で

見し 2 次元平面に写像する．このため特徴のよく似た

きる．

データは特徴マップ上の近傍領域に配置される．また同

る．しかしこれらの研究は Web の論理構造を可視化す
るものであり，本研究の目的には適合しない．
自己組織化マップは，多次元空間におけるデータ相互
の距離関係を可能な限り保った状態で 2 次元空間に写

時にデータのクラスタリングも行う．

3. 閲覧モデル構成と可視化

SOM へは入力データを高次元の特徴ベクトル x にベ
クトル化したものを入力する．出力層の各ユニット i は

3.1 ベクトル空間モデル
ベクトル空間モデルは文書検索分野で用いられるモ

2 次元平面上に配置され，各ユニットは入力となる特徴

デル化手法であり，文書と索引語を多次元ベクトルとし

ベクトル x と同次元のベクトル mi を持つ（図 3）．学習

て表現する．索引語数 m，HTML 文書数 n とする次の

はこれらのユニットを入力ベクトルに選択的に近付ける

(m × n) 行列 A を考える．

ことで進行する．SOM では入力となる特徴ベクトルに



a11


 a21
A=
 ..
 .
am1

a12
a22
..
.
am2

...
...
..
.
...



a1n

a2n 
.. 

. 
amn

一番近い距離を持つ出力ユニットおよびその近傍ユニッ
トの集合のみが入力ベクトルに近付くことができる．ま

(1)

た統計的に正確な学習効果を得るため，一定以上の学習
を行う必要がある．
生成される特徴マップ例を図 4 に示す．出現概念間の

各列を列ベクトルとみなすと 1 つの列ベクトルは文書

関連度が相対距離で示されると共にセル色の濃淡で示さ

ベクトルと呼ばれ，行列 A は文書ベクトル集合となる．

れる．一般に色の淡いセル間は関連が高く，濃いセル間

これにより文書間の類似度判定は，文書ベクトル間余弦

は関連が低い．図 4 の場合ラベル A，B 間およびラベル
C，D 間の関連度は高いが，ラベル A，C 間の関連度は
低い．

類似尺度による判定問題に帰着できる．
本研究では文書間類似度よりも索引語間類似度が問題
の対象となる．このため各行を行ベクトルすなわち索引
語ベクトルとみなす．1 つの索引語ベクトルは次式で表

4. システム構成

される．索引語ベクトルの各要素 an には索引語が対象

提案システムの概要を図 5 に示す．

となる文書に出現した回数が特徴量として保持される．

本システムは大きく分けて，ログ解析部，HTML 解

A = {a1 , a2 , . . . , an }

(2)

よって行列 A は次式で表される索引語ベクトル集合
となる．

A=

{A1 , A2 , . . . , Am }T

(3)
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析部，概念化部，モデル生成部，可視化部より構成され
る．以下，各部の説明を行う．

4.1 ログ解析部
Web 閲覧者が利用する HTTP プロキシサーバのログ

図5

システム概要

情報を取り込み，利用者が参照した URL の抽出を行う．
CPU
Memory
HD
OS

抽出された URL 情報は HTML 解析部に渡される．

4.2 HTML 解析部
URL 情報を元に利用者が参照した HTML ファイルを

表 1 実験環境
Intel Pentium III 600MHz

384 Mbytes
20 Gbytes
Linux (kernel 2.4.18)

取得する．利用者参照の HTML ファイルは HTTP プロ
各概念ベクトルの特徴量を強調するため重み付け処理

キシサーバ内のキャッシュ情報として保持される．この
ため HTTP プロキシから取得可能な場合は HTTP プロキ

を施す．利用者が多く参照している HTML ファイルほど

シから取得する．プロキシから取得できない場合，URL

含まれる概念が多く出現していると考えられる．本シス

に示される本来の Web サーバからファイル取得を試み

テムでは概念の出現頻度を概念ベクトルの重みとする．

る．取得された HTML ファイルは HTML タグ除去を行

4.5 可 視 化 部

い Plain Text に変換する．また漢字コード変換も行う．

得られた閲覧モデルを SOM アルゴリズムを用いて可

4.3 概 念 化 部

視化する．SOM アルゴリズムにより抽出された概念群

得られた Plain Text を元に形態素解析を行う．形態素

が自己組織化され，似た特徴量を持つ概念が集約された

解析には茶筅6) version 2.2.9 を利用した．出力のうち一

特徴マップが生成される．管理者は得られた特徴マップ

般名詞及び固有名詞に属し，かつ語の長さが全角 2 文字

を参照することで，管理組織の利用者が参照する Web

以上のものをキーワードとして抽出する．

閲覧動向の俯瞰が可能となる．
なお SOM による可視化部分には Kohonen の研究グ

得られたキーワードを元にシソーラスを参照し該当す
る概念を抽出する．シソーラスには保持する概念毎にラ

ループで開発，配布されている SOM PAK7) を利用する．

ベル付けされている．概念を抽出するごとに得られたラ

5. 実

ベル値平均を算出し，その HTML ファイルの概念値と

本システムに実験データを入力し特徴マップ生成を

する．あるキーワードから複数の概念が探索された場合，
各概念が有するラベル値と HTML ファイルの概念値の

験

行った．表 1 に実験環境示す．

距離が一番短いものを選択する．

徳島県内設置のある私立大学経営系学部に属する利用

4.4 モデル生成部
ベクトル空間モデルで定義される閲覧モデルを生成す
る．抽出概念 1 つに対しその概念を参照する URL 数が
次元となる多次元ベクトルを生成する．本稿ではこれを
概念ベクトルと呼ぶ．ベクトルの各要素には URL 別の

ら抽出し実験データとした．表 2 に実験データ件数及

概念参照回数が特徴量として保持される．概念ベクトル

時間を示す．さらに出力結果となる特徴マップを図 6 に

は抽出される総概念数分生成され，ベクトル空間モデル

示す．

者群が，2002 年 7 月 8 日から同年 7 月 12 日までに行っ
た Web 閲覧記録を HTTP プロキシサーバのログ情報か
び処理過程で抽出された URL 件数，概念数を示す．ま
た，表 3 に前述条件下におけるシステム各部の平均処理

で構成される閲覧モデルを生成する．
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図6

URL 件数 3,790 件で割ると 1 件当たり処理時間は約 0.64
秒となる．HTML 解析部で行う HTML ファイル取得，
HTML タグ除去などの処理時間を考えると 0.64 秒/件の

表 2 実験データ件数
種別
件数
実験データ件数
抽出 URL 件数
抽出概念件数

特徴マップ

174,998 件
3,790 件
1,752 件

処理速度はほぼ実時間で処理されていると言える．
概念抽出部にかかる時間は 80 分である．今回の実験

表3

各部における平均処理時間
処理部名
処理時間

ログ解析部
HTML 解析部
概念化部
モデル生成部
可視化部
計

において，ある HTML ファイルが持つ概念値算出のた
めに，概念決定処理を 1 ファイル当たり 2 回実行する必

1分
40 分
80 分
5分
20 分
146 分

要があった．これは HTML ファイルが含有するキーワー
ドの概念を決定するとき，複数の概念を有するキーワー
ドが存在したためである．これらあいまいなキーワード
の概念を決定するために，確定した概念値合計での平均
を算出し，キーワードから探索されたそれぞれの概念値

6. 考

との最短距離を有する概念を決定概念としたためであ

察

る．このようなあいまいなキーワードは，1 つの HTML

6.1 処 理 時 間
今回の実験における総処理時間は 146 分必要であっ
た．以下，各処理部ごとに考察を行う．
ログ解析部，モデル生成部での処理時間はそれぞれ

ファイル当たり 40〜50%存在したため，すべてが 1 回
で概念決定される場合と比べ約 1.5 倍の処理時間が必要
となった．
可視化部にかかる処理時間は 20 分である．このうち

1〜5 分であり処理件数を考慮するとほぼ妥当な時間で

本システムで利用している SOM PAK の SOM 学習時間

あると考えられる．HTML 解析部にかかる時間は 40 分

が 90%以上を占める．SOM 学習時間を決定する大きな

である．これを HTML 解析部での処理件数となる抽出

要素は学習回数である．今回は 2 回目の学習を 1 万回行
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図7

2) T. Kohonen: Self-Organizing Maps (3rd Edition),
Springer-Verlag (2001).
3) Mark M. Van Hulle: 自己組織化マップ—理論・設
計・応用, 海文堂 (2001).
4) 徳高平蔵, 岸田悟, 藤村喜久郎: 自己組織化マップの
応用—多次元情報の 2 次元可視化, 海文堂 (1999).
5) 塩澤秀和, 西山晴彦, 松下温: 「納豆ビュー」の対話
的な情報視覚化における位置づけ, 情報処理学会論
文誌, Vol. 38, No. 11, pp. 2331–2342 (1997).
6) 形態素解析システム 茶筅,
http://chasen.aist-nara.ac.jp/
7) SOM PAK and LVQ PAK,
http://www.cis.hut.fi/research/som lvq pak.shtml
8) 戸川聡, 金西計英, 矢野米雄: 管理者支援のための
Web 閲覧動向可視化システム, 電気関係学会四国支
部連合大会, No.16-25, pp. 318 (2001).
9) Togawa, S., Kanenishi, K. and Yano, Y.: Web Browsing Activity Visualization System for Administrator
Assistance, 2002 IEEE Int’l Conf. on Systems, Man
and Cybernetics, Hammamet, Tunisia (2002).

特徴マップ（2002 年 7 月 10 日分）

い，これにかかる時間が約 14 分であった．学習回数の
減少に従い処理時間も減少するが，必要以上の学習回数
削減は適切な学習効果を得られない．学習回数と学習効
果のトレードオフ関係から最適なパラメータを決定する
必要がある．

6.2 特徴マップ
1 つの特徴マップは 20 × 16 の 320 要素を持つ．それ
ぞれの要素にはより比較的多く閲覧された概念が表出す
る．今回の実験対象となった抽出概念数は 1,752 件であ
るため，約 1/6 の代表的概念が表出している．特に多く
閲覧された概念は要素の自己組織化により複数のクラス
タとして表出している．
例として図 7 に 2002 年 7 月 10 日分の結果を示す．そ
れぞれの要素には「ゲーム」
「火」
「水」などの概念が表
出している．特に要素の自己組織化により「絵画」「衣
服」の部分，
「お金」「顧客」が含まれる部分などが明確
なクラスタとして表出している．これらはそのクラスタ
の占有面積から，より高頻度で参照されたことが理解で
きる．
さらに，対象日ごとの特徴マップを連続的に提示する
ことで，管理者は日々の閲覧動向の遷移を概観すること
が可能となる．
（図 6）

7. お わ り に
本稿では，HTTP プロキシサーバのログ情報を元に取
得した HTML ファイルから，組織単位の利用者群にお
ける Web 閲覧動向をモデル化し可視化するシステムを
提案した．また実験データを用いて可視化した特徴マッ
プを示し考察を行なうとともに，管理者が特徴マップを
参照することで利用者の Web 閲覧動向の把握が容易と
なることを示した．
今後は考察で示した改良点を導入するとともに，他の
分類手法による分類結果と比較することで本システムの
評価を行う．
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