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異ページ間コミュニケーション検索システムの検討
白石 優旗1,a)
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概要：我々はこれまで「ページとユーザ」を同時に発見・活用することにより，情報獲得時に検索サービス
とコミュニケーションサービスの双方の利点を得られるコミュニケーション検索システムを提案してきた．
本研究では，リアルタイム性に加えて過去に閲覧していたユーザも対象とし，閲覧しているページが異なる
場合でもリアルタイムな会話を可能にすることで，より多くのコミュニケーションを促し，効果的な情報
獲得支援が可能なシステムの構築を目指す．また，本提案手法により，異なるページを閲覧しているユー
ザとそのページへのリンクを形成できるため，従来のページ間の関係性のみではなく，ページとユーザの
関係性をも反映した遷移確率行列を形成することができ，ページとユーザの同時ランキングが可能となる．
本稿では，異なるページ上でのコミュニケーション手法として，異なるページ間での会話モデルを提案，
実装し，評価検討する．更に，ページとユーザの関係性を反映した遷移確率行列の形成法を提案する．
キーワード：情報獲得，コミュニケーション，検索，ランキング，遷移確率行列

A System of Communication and Search over Diﬀerent Web Pages
Abstract: We have developed a novel communication and search system for simultaneously detecting pages
and users by combining the merits of both searching services and communication services. In this research,
we aim to extend the communication function between users by enabling real-time communication over different pages, and thus more opportunity is provided for communication. This makes it possible to construct a
transition probability model that reflects the relationship between pages and users. Thus, a real-time ranking
model for quickly finding pages and users is proposed. We also verify the eﬀectiviness of the proposed system
by experiments.
Keywords: Information retrieval, Communication, Search, Ranking, Transition probability matrix

Web 上のほぼ全てのドキュメントに及ぶ網羅性がある．し

1. はじめに

かし短所として，普段の会話の様な自然な言葉による質問

Web における情報獲得手法は，主に 2 つの方法に分類で

ができない点や，ユーザの知識レベルや検索過程を考慮で

きる．一つは検索サービスを利用したページからの情報獲

きない点がある．一方，コミュニケーションサービスを利

得であり，もう一つはチャットや掲示板，SNS や Twitter

用した情報獲得は長所として，普段の会話の様な柔軟な質

などのコミュニケーションサービスを利用したユーザから

問が可能である点や，人とのコミュニケーションにより質

の情報獲得である．検索サービスを利用した情報獲得は長

問者の知識レベルや検索過程を考慮できる点がある．しか

所として，数秒で検索結果が得られる即時性，検索対象が

し短所として，返答などのやり取りに時間がかかる点や，
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情報の網羅性に劣るという点がある．
我々はこれまで「ページとユーザ」を同時に発見・活用す
ることによって，検索サービスとコミュニケーションサー
ビス双方の利点を得られるシステム「つながる検索」を開
発し，公開してきた [1][2]．これにより，従来の Web 検索
や人を中心とした SNS によるコミュニケーションとは異
なる，ページを中心とする新しいコミュニケーション検索
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システムを提案する．これは，既知のユーザとのコミュニ
ケーションが主であった従来の SNS に対して，未知のユー
ザと偶然同じページを閲覧しているということを起点とし
たコミュニケーションを可能にするものであり，類似の関
心や目的を持つと想定されるユーザ間のコミュニケーショ
ンによる新しい情報獲得支援のあり方を提示するものであ
る．現実空間のアナロジーで例えるならば，Web ページを
場所と捉え，同じ場所にたまたま居合わせた人同士が気軽
に会話を楽しむ，若しくは情報を共有し知識獲得する機会
を設けることに相当する．これは，Web 空間と現実空間の
対比において，現在の Web 空間に不足しているコミュニ
ケーション機会の増幅を支援するものであり，更には Web
空間ならではの利点を最大限に活用する新しい情報獲得支

図 1 コミュニケーション画面

Fig. 1 Communication window

援のあり方をも提示するものである．
しかしながら，実際にはユーザのページ閲覧時間（遷移
間隔）は概ね数秒〜十秒程度であることが多く，同一ペー

継続すれば）自分含めて 5 人のユーザと遭遇することが期

ジを同時刻に閲覧しているユーザとしかコミュニケーショ

待でき，まさにこのような状況での使用を想定している．

ンができないため，すれ違いが多発し，コミュニケーショ

本システムにおいては，ページを中心としたコミュニ

ンによる情報獲得の機会が少ないという課題があった．本

ケーションの成立が肝と考える．それにより，ページと

研究では，異なるページを閲覧しているユーザともコミュ

ユーザ，及びユーザとユーザの関係性が発生し，ソーシャ

ニケーションを可能にすることで情報獲得の機会を増や

ルリンクに基づいた新たなランキングモデルが有効に機能

し，ユーザが楽しく気軽に情報獲得・提供が可能なシステ

する．よって，本稿ではコミュニケーション機能の評価を

ムを目指す [3][4][5]．具体的には，提案システムにより，同

重点的に行うこととし，検索機能の定量的な評価について

じページを閲覧しているユーザだけでなく，自分が現在閲

は別途論文で実施することとする．

覧しているページを過去に閲覧していた他のユーザや，自

本稿の構成は以下のとおりである．まず，第 2 章で従来

分が過去に閲覧したページを現在閲覧している他のユーザ

システムの概要を述べその課題を明らかにするとともに，

ともコミュニケーションを可能にすることで，閲覧履歴の

課題の解決を目指した新システムを提案する．次に，第 3

「重なり」がある，すなわち類似の課題や興味を有する可

章及び第 4 章研究で新たに提案する異ページ間でのコミュ

能性の高いユーザ同士のコミュニケーションの機会の増加

ニケーションシステム，及びページとユーザのランキング

を試みる．本システムの実現により，異なるページを閲覧

手法についてそれぞれ説明する．その後，第 5 章で実装シ

しているユーザとユーザ間，及びユーザとページ間にリン

ステムの評価実験について述べる．最後に，第 6 章で関連

クを形成できる [6]．したがって，ページとページの関係性

研究について述べ，第 7 章でまとめと今後の課題を述べる．

（ハイパーリンク）だけでなく，ページとユーザ，ユーザと
ユーザの関係性（ソーシャルリンク）を定義し，ページと
ユーザの遷移確率行列を形成し，ページとユーザを同時に
ランキングする手法も同時に提案する．

2. コミュニケーション検索システム
本章では，我々が以前実装した従来システムの概要を述
べその課題を明らかにするとともに，それら課題の解決を

現在のシステムは，同時に 5 人程度のユーザがコミュニ

目指した新システムを提案する．

ケーションを取る使用状況を想定している．これは，本シ
ステムが常時一定数以上のユーザによって使用され続ける

2.1 ページを通したコミュニケーション機能

状況が実現した際に，同時刻に類似の課題に直面する人数

従来システムでは，同じときに同じページを閲覧してい

が少人数存在する状況から算出されたものである．具体的

るユーザとチャットで直接会話ができるコミュニケーショ

には，月間検索回数 1 万回程度の検索頻度が中程度キー

ン機能を提供している（図 1）
．閲覧ページ上には，同時に

ワード（ミドルワード）に対し，睡眠や食事などの生理的

閲覧しているユーザのアバタを表示させ，ユーザの存在感

に必要な活動（1 次活動）を 10 時間とし，残りの時間に同

を強調させている．発言履歴はチャットウィンドウに表示

一の頻度で検索を行うと仮定すると，約 2 分 30 秒に 1 回

される．本機能により，疑問や質問が浮かんだときに掲示

の割合で検索を行っていることになる．したがって，今回

板や質問サイトを利用しなくとも「その時・その場」で他の

新たに導入した閲覧履歴の重なりによるコミュニケーショ

ユーザに問い合わせることができる．また，同じページを

ン機会の増加機能を考慮すると，10 分待てば（検索活動を

見ているユーザは，興味や関心が類似している可能性があ
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図 2

拡張されたコミュニケーション機能

Fig. 2 Communication over diﬀerent Web pages

り，コミュニケーションを通じて，ページからだけでなく

ページとユーザ間，ユーザ間の関係性を定義し，ページと

ユーザからも同時に有用な情報を得ることが期待できる．

ユーザの遷移確率行列を形成することでページとユーザを

しかし，同一ページを同時刻に閲覧しているユーザとし

同時ランキングする．これにより，従来の PageRank にお

かコミュニケーションができないため，コミュニケーショ

けるページの重要度と同様の考え方をユーザにも適応する

ンによる情報獲得の機会が少ないという問題がある．した

ことができ，各ユーザの「質」を考慮したランキングの実

がって，本研究では，同じページを閲覧しているユーザだ

現が可能となると考えられる。詳細は第 4 章で述べる．

けでなく，自分が現在閲覧しているページを過去に閲覧し
ていた他のユーザや，自分が過去に閲覧したページを現在

3. 異ページ間コミュニケーション

閲覧している他のユーザもアバタとして提示し，異なる

本研究では同一のページを閲覧しているユーザだけでな

ページ上を閲覧しているユーザの発言も容易に確認できる

く，自分が現在閲覧しているページを過去に閲覧していた

ようにする．また，異なるページにいるアバタ及びチャッ

ユーザと，自分が過去に閲覧していたページを現在閲覧し

トをクリックすると，そのアバタが閲覧しているページに

ているユーザともコミュニケーション可能な手法を提案し，

遷移でき，新たにユーザへの遷移 （リンク）とページへの

実装する（図 2）
．図中の左半分と右半分は別々のページを

遷移（リンク）を確立できるため，ページとユーザの同時

閲覧している２人のユーザがチャットしている画面を表示

検索機能が実現可能となる．詳細は，第 3 章で説明する．

している．各ユーザは別々のページを閲覧しているが，閲
覧履歴に「重なり」が存在したため，チャットログを共有

2.2 閲覧しているユーザに着目した検索機能

しており，コミュニケーションが可能となっている．

従来システムではページを閲覧しているユーザの数に基

具体的には，現在閲覧しているページ上に，同時刻に同

づいた検索機能を提供している．既存の検索サービスにお

ページを閲覧しているユーザだけでなく，以下の 2 種類の

けるページの重要度は，被リンク数に着目したアルゴリズ

ユーザもアバタとして提示する．

ムによって決定づけられている．その精度は年々向上して

( 1 ) 自分が現在閲覧しているページを，過去一定時間以内

いるが，検索結果には閲覧者の評価が十分に反映されて
いるとは言えない．そこで，多くのユーザに見られている
ページは良質のページだという仮定の元，従来システムで
はアクセスしたユーザ数に基づいた検索を提供している．

に閲覧していたユーザ

( 2 ) 自分が過去一定時間以内に閲覧していたページを，現
在閲覧しているユーザ
本システムでは，他のユーザ B が異なるページ（例え

また，検索キーワードを使用せずとも，Web 空間で閲覧者

ば，ユーザ A が現在閲覧しているページ X を過去に閲覧

数の多いページをランキングすることもできる．

していたユーザ B が現在閲覧している異ページ Y ）上で

しかしながら，閲覧者数のみに基づいた検索では，各

発言した場合，その発言内容 TB がユーザ A が現在閲覧中

ユーザの特性や背景知識を考慮した情報獲得手段を提供

のページ X 上に即時表示される．同様に，ユーザ A が現

出来ているとは言えず，その有効性には限界がある．した

在閲覧中のページ X 上で発言する（TA ）と，上述の異な

がって，提案システムでは，これまでのユーザの数だけで

るページ Y にいるユーザ B に対しても提示される．一方

なく，ユーザの閲覧履歴を用いることにより，ページ間，

で，ユーザ B がリンクを遷移せず（ページ X にアクセス
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図 4 転置行列の構成

図 3 ページとユーザの関係性

Fig. 4 Construction of transposed matrix

Fig. 3 Relationship between pages and users

せず）に検索結果や URL 入力によりダイレクトにページ

Y にアクセスし閲覧した場合は，ユーザ B の発言 TB は
ユーザ A には表示されず，当該ページを閲覧している他の
ユーザ（同一ページ Y を閲覧している他のユーザ C ）にの
み提示される．つまり，それぞれのユーザの閲覧履歴に応
じて，異なるページを閲覧している他のユーザのアバタ表
示／非表示を決定している．

図 5

その際，違うページを閲覧しているユーザのアバタは半

ユーザ間のリンクを考慮したグラフと行列

Fig. 5 Graph and matrix considering between users

透明化して表示*1 することで，同じページを現在閲覧して
いるユーザと区別している．これは，チャットログにつ

ページとの関係の一種と考えられる．また，提案システム

いも同様である．ここで，他のユーザのアバタ若しくは

では，ユーザはページ上でチャットによる発信（情報発信）

チャットログをクリックすることで，そのユーザが閲覧し

ができるため，そのページとユーザとの関係性も発生す

ているページへ遷移することができ，当該ページに遷移

る．更に，ユーザ間のリンクは，同様のページを見たユー

してのチャットもすぐさま可能となる．また，発言ごとに

ザ同士や，チャットによるコミュニケーションを行った

ユーザのアバタが大きくなる機能を追加することで，コ

ユーザ同士は，興味や知識が類似している可能性があるた

ミュニケーション意欲の高いユーザを一目で見分けられる

め，ユーザ間の関係性としてとらえることができる．以上

ようにしている．

より，ページとユーザの関係性を分析することで，ページ
とページ，ページからユーザ，ユーザからページ，ユーザ

4. ページ及びユーザランキングモデル

とユーザとの関係という 4 つの関係性を形成できる．

提案システムでは，ページとユーザ間にリンクを作成で

提案モデルでは，上記のページとユーザの 4 つの関係性

きるため，ページとユーザを同時にノードとして遷移確率

を抽出し，それらの関係性をリンクとしてとらえ，ページ

行列を形成することができる．このモデルにより，ページ

とユーザを同時にノードとしたグラフを形成する．

の発見とともにページ閲覧履歴を基に興味が近いと推定さ
れたユーザをも発見できる．これらのユーザを表示させる
ことによってユーザ間のコミュニケーションを拡張し，よ

4.2 隣接行列と転置行列の形成
次に，形成したグラフに対応する隣接行列を形成する．

り多くのコミュニケーションが行える場を作ることがで

隣接行列は，n × n の正方行列であり，ノード i からノー

き，また，ページからだけでなくユーザからも情報を得ら

ド j へリンクがある場合には，その (i, j) 要素が 1，そう

れる機会を増やせる．

でない場合が 0 とする．ここで，ノードはページとユーザ
の両方となり，n はページとユーザの総数となる．以下で
は，リンク元を列で，リンク先を行で表す．

4.1 ページとユーザの 4 つの関係性
図 3 にページとユーザの関係性を示す．ページ間の関

提案するページとユーザを統合したグラフの隣接行列の

係はハイパーリンク構造となる．次に，ユーザがページを

転置行列は，ページ間の関係（Part I）
，ページとユーザの

見ているあるいは過去に見たということは，ユーザがペー

関係（Part II と Part III）
，ユーザ間の関係（Part IV）を

ジの情報に興味を持っている可能性があるため，ユーザと

それぞれ表す四つの部分からなる（図 4）
．このように隣接

*1

行列をノードの種類（ページとユーザ）単位に 4 分割して，

遠くにいる人がうっすらと見える，また遠くの会話がかすかに聞
こえるイメージ．
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るページへのリンク，ユーザから過去に閲覧していたペー

















ジへのリンク，ユーザから類似するユーザへのリンクにそ
れぞれ x，y ，z の重みを与える．その際，重みの設定は

α + β + γ = 1，x + y + z = 1 という制約条件を満たすこ
ととする．以上により，重みの値を変更することで，どの
種類のリンクを重視するかを調整できる．

4.4 固有ベクトルの計算

図 6 遷移確率行列

ページとユーザを表す各ノードのランク値は，上記で生

Fig. 6 Transition probability matrix

成した遷移確率行列の最大固有値に属する固有ベクトルを
求めることで算出できる．固有ベクトルの各要素は各ノー

徴の 1 つである．

ドのランク値となる．これには，対象ノード数の増大に

次に各部分行列の形成について述べる．

伴って，膨大な計算時間を要する．したがって，提案手法

( 1 ) ページ間のリンク（Part I）
Part I 部分はページとページのハイパーリンク情報に

の実用規模での稼働，システム評価を行う上で，固有値計

基づき形成される．

算時間の短縮は重要となる．計算手法で必要となる固有値
計算を高速化するため，我々の研究グループでは，並列計

( 2 ) ユーザからページへのリンク（Part II）
ユーザが現在ページを見ている，若しくは見た場合，

算ライブラリ SLEPc の適用可能性について調査した [7]．

ユーザからページへのリンクを生成する．図 5 におい

結果，8 コア程度の PC で数十万規模の遷移確率行列の固

て，ユーザがページを見ていること（実線リンク）や

有値と固有ベクトルの計算が数十秒で完了できることを確

ページを見たこと（破線リンク）を示す．

認している．
以上から，本モデルを用いてランク値を算出することに

( 3 ) ページからユーザへのリンク（Part III）
ユーザからページへのリンクがあれば，逆方向のリン

より，多くの重要なページにリンクされ，かつ多くの重要

クを追加する．

なユーザに閲覧されている／閲覧されたページ，及び，多
くの重要なページを閲覧している／閲覧したユーザで，か

( 4 ) ユーザ間のリンク（Part IV）
ユーザ間に意味的な関係があれば，リンクを追加する．

つ重要なユーザにリンクされるユーザのランク値は高く

本稿では，ユーザ同士が見ている/見たページの重な

なる．

りが大きい場合，ユーザの興味が近いと判断し，リン
クを生成する．この Part IV の各要素は Part II の情

5. 実装システムの評価実験
実装システムの評価のため，先行のユーザビリティテス

報に基づいて下記の式で算出する．
∑
{
(p u ∧p u )
1 if ∑k (pkk uii ∨pkk ujj ) > τ
k
(ui , uj ) = (uj , ui ) =
0 else

ト事例 [8] を参考に，10 人の被験者を対象として実験を行

pk ui ，pk uj はユーザ ui ，uj がページ pk を見たか否

ケート調査から実装システムの有効性を検証する．よって，

かの情報であり，行列の Part II の部分から得られる．

以下の 3 通りのケーススタディに対して，5 人を 1 グルー

ユーザ同士が見たページのうち，共に見たページの割

プとし，2 グループに対して独立に実験を行う．これは，本

合が閾値 τ より大きければ，そのユーザ同士の関係を

システムが常時一定数以上のユーザによって使用され続け

表す Part IV の要素の値を 1 にする．

る状況が実現した際に，同時刻に類似の課題に直面する人

う．本実験では，実装システムの使用によりユーザの Web
検索活動の改善が期待できる環境を擬似的に再現し，アン

数が少人数存在する環境を再現するためである．その際，
より現実的な実験環境とするため，各グループにおいて，

4.3 遷移確率行列の形成
形成された隣接行列に対して各列の総和を 1 とするよう

インターネット歴 10 年以上で日常的に Web 検索を行って

に重みを加えた遷移確率行列を形成する．ここで，ページ

いるユーザと，インターネット歴 3 年未満で毎日は Web

とユーザの両方を含むグラフには，多種類のリンクが存在

検索を行っていないユーザが混在するように設定する．

する．本手法では，異種のリンクに異なる重みを付与した

( 1 ) 一人で検索するよりも皆と会話しながら検索した方が

遷移確率行列を形成する（図 6）．ページのノード列に対
しては，ページからページへのリンク，ページから現在閲
覧しているユーザへのリンク，ページから過去に閲覧して
いたユーザへのリンクにそれぞれ α，β ，γ の重みを与え，
ユーザのノード列に対しては，ユーザから現在閲覧してい
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楽しくてかつ有益な課題

( 2 ) 専門知識がない人が検索しても回答を得ることが難し
い課題

( 3 ) 一人で検索するよりも皆で協力して検索した方が効率
的な課題
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ケース 1 は，友人や家族との旅行を計画中の検索など，

い）〜7（強く同意する）の 7 段階での評価を（その理由の

共通の課題について他のユーザと会話することが楽しくて

記述とともに）行う．その際，インターネット歴及び Web

かつ有益な状況を想定している．

検索の頻度もユーザ特性として同時に調査する．

ケース 2 は，未知のプログラミング言語の使用が必要な
課題など，ある程度の専門知識*2 がないと Web 検索によ

5.2 結果と考察

り真に得たい情報を獲得することが難しい状況を想定して

図 7 に，被験者 10 人に対する有効な 9 人のアンケート

いる．本ケースでは，類似キーワードや類似ページを閲覧

結果（N=9）を用い，平均値 µ と標準偏差 σ をす．本図よ

しているユーザに専門知識のあるユーザがいる場合は，コ

り，全項目に対して µ >= 4（肯定的な評価）を示してお

ミュニケーション機能により適切な検索ワードや初心者向

り，かつ問 2 と問 9 を除く全ての項目でほぼ µ − σ >= 4 を

けのページなどの情報が得られる可能性がある．

示していることから，実装システムの基本的な有効性を確

ケース 3 は，共通の課題に対して多数の検索を行う必要

認できたといえる．更に，問 11，問 12 についても同様の

がある（調べるべきことが多数ある）課題など，皆で分担

結果を示していることから，異ページ間コミュニケーショ

して協力した方が素早く効率的に問題解決が可能な状況を

ン機能は有効に機能しているといえる．

想定している．

問 2 に対して他と比較して低い評価となった理由は，ペー
ジ遷移直後にアバタが画面中央付近に表示されるため，通

5.1 実験手順

常の閲覧の妨げになったからというものであった．した

以下の実験を，各グループ毎に独立して実施する（5 名

×2 回）．

がって，今後はアバタの表示位置を画面下部などの閲覧の
妨げになり辛い位置に限定することを検討している．

まず，被験者全員に対し，実験の前に 10 分程度で本ツー

一方，問 9 に対して評価が低くなった理由は，
（１）他の

ルの使い方を説明する．次に，1 題 10 分の課題を計 4 題，

ユーザが有益な情報を与えてくれなかった，（２）検索結

各課題を終える毎に連続的に提示する．本実験では，ケー

果が上位 10 件に限定されていたため，の 2 つの要因から

題*3 ，ケース

題*4 ，ケース

題*5 提示

であった．（１）については，必ずしも常に他のユーザか

する．その際，他者とコミュニケーションすることを必ず

ら有益な情報が得られるとは限らないという基本的であり

しもユーザに強制はしないが，コミュニケーション手段は

かつ不可避な課題がある．しかし，他のユーザの発言から

本ツールに限定することを実験条件とする．

有益な情報を得ることができたと回答している被験者も多

ス 1を2

2を1

3を1

今回，実装システムにおける検索結果では，goo 検索に

数おり，これは「知識を持つ者からそうでない者が情報を

おける上位 10 件を過去一定時間以内にどれだけアクセス

獲得できた」といえ，本システムの目的を概ね達成できた

があったかにより 11 段階で決定される「閲覧度」とともに

と考えられる．（２）については，実験環境を限定したこ

表示している．ここで，検索結果を上位 10 件に限定した

とによるバイアス効果であり，実運用では検索結果を上位

理由は，検索によってユーザがアクセスするページを限定

10 件に絞る制約は排除する予定である．
また，問 6，問 10 について肯定的な評価が得られてい

することでユーザがすれ違う可能性を高めることにより，
比較的短時間（今回は 1 課題につき 10 分）で，実装システ

ることから，ケース 1，ケース 3 については，提案システ

ムの使用によりユーザの Web 検索活動の改善が期待でき

ムが有効に機能していることが確認できたといえる．ケー

る（他のアバタが表示される）環境を擬似的に再現するた

ス 2 についても，問 9 に該当するが，上記で考察したとお

めである．また，ツールバー上の「今人気のサイト」をク

り，知識を持つ者がそうでない者に知識を提供できている

リックすると，
「閲覧度」でランキングされた Web ページ

ことが確認できたことから，本システムの基本的な有効性

がリストアップされる．

を確認できたと考える．
他の意見としては，使用ユーザ数が多くなりすぎると画

最後に，全課題終了の後，アンケートを実施し結果を解

面表示が煩わしくなるのではという指摘もあった．今回想

析することで，提案システムの評価と考察を行う．
アンケートは，ISO/IEC TR 9126 標準による品質基

定したケーススタディでは，同時刻に同じ課題に直面する

準 [9]，共同作業における評価基準 [10]，及び本システム

ユーザ数を考慮しており，そのような事態は発生し辛いと

の新機能（異ページ間コミュニケーション）に関する評価

考えられる．しかし，多くの者が興味を持つ話題（例えば，

基準により，図 7 に示す各項目に対して，リッカート尺

ワールドカップやオリンピックなど）やビジット数*6 の高

度 [11] に基づき，1（強く同意しない）〜4（どちらでもな

い Web サイトをアクセスした場合は，そのような事態が想

*2

定される．したがって，ランキングモデルによる評価を用

*3
*4
*5

今回であれば，プログラミングに対する基本的な理解．
〜の名所はどこですか？
〜のプログラミング言語で〜を記述して下さい．
〜をリストアップして下さい（1 人で 10 分で調べるのは大変な
課題）．
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いて表示ユーザ数を絞り込むことや，アバターの表示位置
*6

Web ページへの訪問者数．
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図 7

アンケート結果：1（強く同意しない）〜4（どちらでもない）〜7（強く同意する）の 7
段階で評価（N=9；平均値と標準偏差を図示）

Fig. 7 Questionnarie and evaluation results: 1 (strongly disagree) ∼ 4 (neither agree
nor disagree) ∼ 7 (strongly agree), N=9, the mean µ and the standar deviation
µ − σ ∼ µ + σ are shown

を限定し表示手法を工夫するなどの対策を計画している．
今後は，本実験で明らかとなった課題を解決するため実

Web ページのリンク構造に基づいたランキング手法
としては，Google で用いられている PageRank[13] や，

装システムを改良した後に，被験者の数を増やして更に信

ユーザが指定したトピックに関して Hub と Authority の

頼度を上げた評価実験を行う予定である．

ページを抽出する HITS[14] 等がある．また，PageRank
と HITS の性能の向上を目指した研究は多く行われてお

6. 関連研究

り [15], [16], [17], [18]，これらの研究では，着目したトピッ

近年は，Twitter や Facebook 等の発言を Web ページの

クのページの抽出や，PageRank と HITS のアイデアを統

コンテンツとしてそのまま表示するサイトも多く存在する．

合したモデルが提案されている．しかしながら，これらの

また，Web ページに知人が訪れた痕跡を残すことにより，

手法はページ発見のための手法であり，情報とユーザの関

余り親密ではない知人とのコミュニケーションのきっかけ

係を考慮していない．

とするサービス [12] もある．これらは，Web 上にいる他者

一方，ユーザの Web 閲覧履歴を用いたページランキング

を活用したコミュニケーションやブラウジングという点で

手法の代表例として BrowseRank[19] がある．これはユー

は本研究とも共通しているが，他者の発言の閲覧や，知人

ザの Web 行動にのみ基づいたランキング手法であり，ラ

間のコミュニケーションを目的としたものである．本研究

ンキング結果の算出には多量のユーザの Web 閲覧データ

では，偶然にすれ違った他者間のコミュニケーションを支

が必要となる．それに対して，提案手法は Web ページの

援していることに加え，それらコミュニケーションを活用

リンク構造も同時に活用するため，比較的少数の閲覧履歴

した検索機能も同時に提供している．

データを用いた場合でも，ページとユーザの両方の関係性
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を用いたランキング結果を得ることが可能となる．更に提
案手法においては，Web ページのみならず，ユーザの発見
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も同時に可能となる．

Web ページのリンク解析手法をデータベースや Web 2.0
データに適用する研究も多く行われている．ユーザ評価の
モデルに，ツイッターを対象として，ユーザのランキング
を行う手法 [20] が提案されているが，ツイート（情報）と
ユーザは同一モデルで評価されていない．本研究は，情報
とユーザを 1 つのグラフに統合することにより，情報と
ユーザを同時に評価することができる点が特異な点となる．
また，ツイートを対象とし，ツイート文と発信ユーザを同
時に発見する手法も提案されている [21] が，我々はページ
とユーザの多対多を対象としているため，行列要素間のリ
ンクの種類が異なる．更に，本研究は，過去の閲覧と現在
の閲覧を区別することにより，時間の要素を考慮している
点で，既存の研究と異なる．

7. まとめと今後の課題
本稿では，我々がこれまで提案してきた「ページとユー
ザ」を同時に発見・活用することによって，情報獲得時に
おける検索サービスとコミュニケーションサービスの双方
の利点を得られる検索コミュニケーションシステムに対し
て，異なるページを閲覧しているユーザともリアルタイム
な会話が可能となるように拡張することで，より多くのコ
ミュニケーションを促し，効果的な情報獲得を支援できる
システムを提案し，実装した．更に，評価実験により本シ
ステムの基本的な有効性を確認した．また，本提案手法に
より，異なるページを閲覧しているユーザとそのページへ
のリンクを形成できるため，従来のページ間の関係性のみ
ではなく，ページとユーザの関係性をも反映した遷移確率
行列を形成することができ，ページとユーザの同時ランキ
ングが可能となった．
今後は，今回の実験で明らかとなった課題を解決すべく
システム改良を行うとともに，被験者数を増やした評価実
験を行うことを計画している．更に，実データを使ったラ
ンキングモデルの固有値計算を行い，ページとユーザの順
位を考慮したページ推薦やユーザ推薦を行う予定である．
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ブラウザ同士を相互に接続して，他の利用者のさまざまな情報を
交換しながら，ブラウジングを行うというコンセプトのこと．
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