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論文の内容の要旨

論文題 E l HTMLタグを用 いたス タイ) i,に基づ く Webページのクラス タリング
手法 とその検索支援 システムへ の応用

本論文 は､W eb検索結果 を自動分類す る手法 と して､H TMLタグ情報 を用 いた 
webペ ー ジのス タイル に基づ くクラス タ リング手 法 を提案する｡ またその応用

として､提案す るク ラス タリング手法 を用 いた検索支援 システムを構築す る｡

今 日､既存 の Web検索 システムに対す る問題点 の一つ に､検索結果が膨大 な

量 にな り必要 な情報 とともに不必要 な情報 も多 く得 られて しまうこ とがあるC

この問題点 に対 す る改善手法の一つ として､得 られた検 索結果 を自動分類 する

ことで検索支援 を行 う手法があるC この ような Webペー ジの 自動分類 に関す る

研究 は様 々提案 されているが､そのほ とん どはペー ジの内容 に基づ く文書 クラ

ス タリング手法や､ あ らか じめ設定 した ジ ャンル な どのカテ ゴ リに Webペ ージ

を分類 す るテキス ト分類手法であるoこれ らの手法 に対 して本論文で は､あ ら

か じめカテ ゴ リを用意す る ことな く Webペ ージの見 た 目や ジャンル とい った 

Webペー ジのス タイル に基づ き自動分類す るクラス タリング手法 を提案す る｡

この ような Webページのス タイルは Webペー ジの見 た E lや レイアウ トに表 れる

こ とが多 く､W ebペー ジの レイアウ トは HTMLタグによ り記 述 されている ことが

多 い｡そ こで､H TMLタグの情報 を用 いて クラス タリングを行 うこ とで､W ebペ
ージのス タイルに基づ く分類手法 を提案 す る｡

本論文 では､まず第1章で本論文 の背景 と目的 を述べた後 に､第 2章で､文書

自動分類 に関す る手法 について紹介 し､本論文 で提案す る文書 自動分類手法 と

の違 い について論 じる｡ここでは､関連研 究 の文書 自動分類手法 を､ どの よう

なカテ ゴリに分類 す るか とい う ｢分類 カテ ゴ リ｣ と､ どの ような手法 を用 いて

分類 す るか とい う ｢分類手法｣の 2つの観点 に着 日 し､各手法 について述べ るC

また､文書 自動分類 で は分類 に用 い られ る素性 が非常 に重要 となるので､関連

研究で用 い られてい る分類素性 について述 べ､本論文で提案す る文書 自動分類

手法の分類素性 との違 いについて論 じる｡
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次 に第 3章 で は､本論文で提 案す る HTMLタグを用 いたス タイル に基づ く Webペ

ージの クラス タリング手法 について述べ る｡ これは､W ebペ ージの内容 に基づ

くクラス タリングで はな く､W ebページの見た 目やジ ャンル といったス タイル

に基づ くクラス タ リング手 法であ る｡ ここでは､H TMLタグの出現位置やつ なが

りを考慮 した HTMLタグの頻度 に基づ くクラス タ リング手法 と､H TMLタグの木構

造 を考慮 した HTMLタグの木構造 に基づ くクラス タリング手法 の 2つ を提案す

る｡人手 に よ り作成 した正解 デー タを用 いて評価実験 を行 った結果､語の頻度

に基づ く手法 や語 と品詞 の出現頻度 に基づ く手法 と比較 し､本章で提案す る 2

つの手法のほ うが クラス タ リング精度 において良い結果 となった｡ さらに 2つ

の手法 を比較 した ところ､一般 的 にジャ ンル と言われ る分類 においては木構造

に基 づ く手法が､画像や リンク､広告 の有無 に着 Elした分類 においては頻度 に

基づ く手法が最 も分類精度 が良い結果 となった｡ また､処理 時間について 2つ

の手法 を比較 した結果､計算量 で は同 じだが､実測値 では頻度 に基づ く手法が

約 3分 の1と高速であ った｡

次 に第 4章 では､W ebペ ージのス タイル と内容 の双方 を考慮 した分類 を目的 と

した､H TMLタグの情報 と語 の頻度情報 を組み合 わせ た Webペ ー ジの クラス タ リ

ング手法 につ いて述べ る｡ ここで は､B ekkermanらが提 案す る Multi-way 

DistributionalClusteringを用 いて､語の出現頻度 (Bow) と第 3章で提案 し

た 2つ の手法 をそれぞれ組 み合 わせた手法 を提 案す る｡第 3章 と同 じ正解 デー タ

を用 いて評価実験 を行 った結果､W ebペー ジのス タイル と内容 の双方が混在 す

る分類 において､第 3章で提 案す る手法 よ りも本章で提案す る手法 のほ うが､

クラス タ リング精度 において良い結果 となったO-方 で､ジ ャンルによる分類

や画像 や リンク､広告 の有無 に着 Elした分類 において は､語 の頻度情報 を組 み

合 わせ るよ りも HTMLタグの情報 のみ を用 いたほ うが良い結果 とな り､この よう

な分類 においては第 3章で提 案 した手法 のほ うが よ り適 している結果 となっ

た｡

次 に第 5章 では､本論文で提 案す るクラス タ リング手法 の応用 と して､H TML
タグを用 いた クラス タリング手法 の検 索支援 システムへの応用 とその有用性

について述べ る｡ ここでは､H TMLタグの頻度 に基づ く手法 を用 いた Web検索支

援 システムの構築手法 を提 案 し､C♯による Windowsアプ リケーシ ョンと して実

装 を行 った｡評価実験 においては､検索要求 を満 たす Webペ ージ をよ り多 く取

得で きるか を基準 とす る情報取得 量 とよ り早 く取得 で きるか を基準 とす る情

報取得 時間の 2つの基準 によ り､既存の検索エ ンジン LiveSearchと本 システム

を比較評価 した結果､本 システムが既存 の検索 エ ンジ ンよ りも有用 である こと

が示 された｡

最後 に第 6章では､本論 文全体 を通 しての ま とめ と今後の課題及 び展望 につ

いて述べ る｡
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論文審査の結果の要旨

学位 申請者 氏名 折原 大

審査委員主査 内海 彰

委員 本多 中二

委員 萩野 剛二郎

委員 新 誠 一

委員 板 倉 直 明

本論文 では､サーチエ ンジ ンによる Webページの検索結 果 を自動分頻 す る手 法

として､W ebページのス タイルに着 日 した クラス タ リング手法 を提案 し､その有

用性 を示 している｡ またその応用 と して､提案す るクラス タリング手法 を用 い

た検索 システムシス テムを構築 してい る｡

まず第 1章 ｢序論｣ で本研 究 の背景 と目的 を述べ た後 に､第 2章 ｢文書 自動分

類手法｣ において､文書 自動分類 に関す る手法 について紹介 し､本論文で提案

する文書 自動分類手法 との違 い について論 じてい る｡ ここでは､関連研究 の文

書 自動分類手法 を､ どの ようなカテ ゴリに分類 す るか とい う ｢分類 カテ ゴリ｣

と､ どの ような手法 を用 いて分類 す るか とい う ｢分類手法｣の 2つの観点 に着 目

して.､それぞれの観点か ら既存 の提案手法 について述べ てい るO また､文書 自
動分類 では分類 に用 い られ る素性が非常 に重要 となるので､関連研究 で用 い ら

れている分類素性 について述べ､本論文 で提案す る文書 自動分類手法 の分類素

性 との違 いについて論 じている｡

次 に第 3章 ｢HTMLタグを用いた Webペー ジの クラス タリング手法｣ で は､H TML
タグを用 いたス タイルに基づ く Webペー ジの クラス タリング手法 を提案 してい

る｡本論文 で提案す る手法 は､W ebペー ジの内容 に基づ くクラス タリングで はな

く､W ebページの見 た 目やジ ャンル といったス タイルに基 づ くクラス タリング手

法であ る｡本論文 で は､H TMLタグの出現位置やつ なが りを考慮 した HTMLタグの

頻度 に基づ くクラス タリング手法 と､H TMLタグの木構造 を考慮 した HTMLタグの

木構造 に基づ くクラス タリング手法 の 2つ を提案 してい る｡そ して､人手 によ り

作成 した正解 デー タを用 い て評価実験 を行 った結果､語 の頻度 に基づ く一手法 や

語 と品詞の出現頻度 に基づ く手法 と比較 し､本章で提案 す る 2つ の手法 のほ うが

クラス タリング精度 において良い結果 となった ことが示 されている｡ さらに､
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本論文で提案 した 2つ の手法 を比較 した ところ､一般的 にジャンル と富 われる

分類 においては木構造 に基づ く手法 が､画像や リンク､広告の有無 に着 日 した

分類 においては塀度 に基づ く手法が最 も分類精度 が良い結果 となった ことが

報告 されている｡ また､処理時 間につ いて 2つの手法 を比較 した結果 ､計算量

の オー ダーでは同 じであるが､実測値 で は頻度 に基づ く手法が約 3分 の1と高速

であ った ことも述べ られている｡

Wbeペー ジのクラス タリング手次 に第 4章 ｢H タグ と語 の頻度情報 を用 いた LMT

Wbe

法｣ で は､W ページのス タイル と内容の双方 を考慮 した分類 を目的 と した､ 

Lタグの情報 と語の頻度情報 を組 み合わせた ページの クラス タリング手

be

MTH

Bow

kernan法 につ いて述べ ている. ここでは､B らが提案す る ke

Di lCl を用 いて､語 の出現頻度 (ituserngiona
btu
itsr

way-itM lu

)と第 3章 で提案 し

た 2つの手法 をそれぞ れ組み合 わせ た手法 を提案 している｡第 3章 と同 じ正解 デ

beー タを用 いて評価実験 を行 った結果､W ペ ージのスタイル と内容の双方が混

在 す る分類 において､第 3章で提案す る手 法 よ りも本章で提案 す る手法 のほ う

が､クラス タリング精度 において良い結果 となったこ とが報告 されている｡一

方で､ジャンルによる分類や画像 や リンク､広告 の有無 に着 日 した分類 におい

MTては､語の頻度情報 を組み合 わせ る よ りも H Lタグの情報 のみ を用 いたほうが

良い結果 とな り､ この ような分類 においては第 3章 で提案 した手法の ほ うが よ

り適 している結果 とな った こ とも示 されている｡

そ して第 5章 Wbe｢ ページの タイプに基づ くクラスタリング手 法 を用 いた検索

支援 システム｣では､本論文 で提案す るクラス タ リング手法の応用 と して､ LMTH
タグを用 いた クラス タリング手法の検索支援 システム- の応用 とその有用性

Wbe

dnows

につ いて述べ ている｡本 章で は､H 検

索支援 システムの構築手法 を提案 し､C♯による Wi アプ リケー シ ョンと し

LMT タグの頻度 に基づ く手法 を用 いた 

て実装 を行 った ことが述べ られている｡評価実験 においては､検索要求 を満た

すWbeペ ージをよ り多 く取得 で きるか を基準 とす る情報取得量 と､ よ り早 く取

得 で きるか を基準 とす る情報取得時 間の 2つの基準 によ り､既存 の検索 エ ンジ

Wbe

Wbe

hearc

be

vンLieS と本 システム を比較評価 した結果 ､本 システムが既存 の検索 エ

ンジンよ りも有用 であることが示 されているO

最後 に第 6章 ｢結論｣ では､本論文全体 を通 しての まとめ と今後の課題及 び

展望 につ いて述べ ている｡

以上､W ペー ジのス タイル に着 目 した ページの新 たな クラス タリング手

法 を捷案 し､多 くのジ ャンルやス タイルに基づ く ペ ージの分類 が可能であ

beるこ とを実際に示す とともに､検索支援 と しての有用性 も実証 す るな ど､W 
検索技術 の発展 に多大 な寄与 をもた らす と考 え られる本論分 は､博士 (工学)

の学位論文 と して十分な価値 を有す る ものである と判定す る｡




