
論文要旨

���検索エンジンが返すヒットリストは，必ずしも適
合ページが検索結果の上位にランクされるとは限らない
ため，適合フィードバックなどによる再検索支援技術が
必要となる．しかし，従来型の適合フィードバックでは
既存の検索エンジンに適用することができないため，本
論文では，役に立たないページを取り除き，精度良く適
合ページを選択することのできるフィルタを適合フィー
ドバックの枠組みで生成することにより，既存の検索エ
ンジンに適用可能な方法を提案する．このフィルタは，
���ページに出現する単語間の共起，近接関係，出現領
域を考慮した論理型の条件ルールで構成されており精度
のよいフィルタリングを行うことが可能である．また，
フィルタの生成はユーザが任意のタイミングで行えるの
で，検索状況と照らし合わせながら対話的に適用と再生
成を繰り返すことが出来る．このフィルタを用いた検索
方法の有効性を実験により検証した結果，一定数のペー
ジを判定した場合に，検索エンジンの結果と従来型手法
による結果よりも多くの適合ページを得られることが分
かった．



　システム制御情報学会論文誌，���� �� ��� �� ��� �	
� ���� �

論 文

フィルタリングルールの逐次的学習による対話的���
ページ検索�

岡部 正幸 �・山田 誠二 �

����������� 	�
 ���� �������� 
� ��������� �������� ��

��������� �����

�������� ������ ��� 	
��� �������

��� ������ ��	
��� ����� ������ � �
��
�� 
����
�	 ���� 
�������� ��	�� ������� ���� ��
��� ����� ���� 
���� � ��� ����� �� � ����� ��
�� 
� ��� ����	� �� ����
�� ���
� ������ �� ��
� �����
�� ������� � ������ ��
�� ���
�� �������� �������� �� ��� 
�������
�� ������� ������� ����� ���
��� ������ ��	
���� ��� ���������� ��� �����
������ �� ��� ������� ��
�	 ����� ����
 �  ���� !�
�
 ��� 
� � ��� �� ���� ��
�� ���������� ��� ���������
��
�� �� ��� ��	�� � ���� ������ �� ��������
��� 
� ���� ��  �� ��� ������� ��� ��	�� ���� ��
����
 �� ��	�� 
� � �
��
��� ���� �� ��� ���� 
�
���� �� �	
�� ��� ���"
�
�� ����
��� ����	 �������� �"
��
�	 
� � �����
� ���	� �� � ��� ��	��
!����	� �"���
����� �� ����������� ���� ��� �������� ������ ��� 	�� �����	� # ������� ��	��
���� ���� ����� ��� ������ ��	
����

�� はじめに

インターネット上では日々多様な情報発信が行わ
れているが，検索エンジンはこれら���上に散在
する膨大な量の情報へのアクセスを可能としており，
���を情報源として活用する上で欠かせないツー
ルとなっている．検索エンジンは通常，ユーザから与
えられる検索条件を用いて対象ページを絞り込み，そ
れらをランキングしたものをヒットリストとして返す．
しかし，ユーザが検索エンジンに入力する単語は一般
的に平均 $～%語と少ないため &'(，検索目的とは関係
のない多くのページとともに数千もの��� ページが
ヒットしてしまうことなどがよくある．また，ヒット
リストの上位にユーザの要求を満たす���ページ（適
合ページと呼ぶ）が集中しているとは限らず，順位が
低くても，適合ページがたくさん見つかる場合も多い．
効率的な検索を行うには，ユーザの検索意図を反映し
たランキングを行うことが必要であるが，ランキング
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方法はそれぞれの検索エンジンが独自に行っており，
多くの場合その設定をユーザが調節することはできな
い．そこで，本研究では，検索エンジンが返すヒット
リストから適合ページのみを自動的に選別するフィル
タリング処理を行うことによって検索を効率化する．
しかし，一般にユーザは検索を始める際に，目的と

する情報を含む���ページがどのような特徴を持っ
ているかを明確には知らない．また，ある���ページ
の内容が目的に沿うものであるかどうか，つまり適合
ページであるか否かを判断することはできても，その
理由を判別条件として提示することは負担のかかる作
業であり，ユーザが適切な条件設定（フィルタ生成）
を行うことは難しい．本研究では，このフィルタ生成
をユーザにできるだけ負担をかけることなく行うため
に，適合フィードバック &$(を用いた対話型の検索シス
テムを提案する．適合フィードバックは，文書検索の
分野で提案された，ユーザの検索要求表現（クエリ）
を自動的に修正するための枠組みで，ユーザによる文
書判定とその情報を利用した再検索を繰り返しながら，
徐々に適合文書を集めていくという対話的アプローチ
を提供する．この方法を用いることで，ユーザが適合
文書の判定さえすれば，適宜判別条件を自動修正して
いくことが可能となる．
我々はこれまで，再検索時に新たな適合文書を獲得

するために有効な単語間の関係を学習する方法を提案
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し，新聞記事を使った検索実験を通して，その効果を
確認している &%�*(．本研究では，この方法を���検索
エンジンが返すヒットリストから，適合ページのみを
選びだすフィルタの自動生成へ適用する．なお，この
フィルタは複数のルール集合で構成され，各ルールは，
キーワード，論理演算子，近接演算子，タグ情報の組
み合わせによって表現される．一般に，���ページは
タグ付けがなされており，タグの種類によってページ
内のテキストの重要度が異なる &#(．よって，検索範囲
としてタグを指定することで，���ページの特徴を活
用することができ，より効率的な絞り込みが行えると
考えられる．
このように，教師付き学習を行うことによって，よ

り精度の高い���ページ収集を行うことを目的とし
たシステムは，これまでにいくつか提案されている．
����
 + ������&,(は，情報利得を使ったキーワード
抽出とベイズ分類器によるフィルタリング機能を持っ
た���ページ収集システムである．現在見ているペー
ジが持つリンクページの中から，もしくは検索エン
ジンに直接クエリを与えることにより，ユーザが興味
を持つと思われるものを推薦する．このシステムは
キーワードのみを特徴として用いており，本研究のよ
うにキーワード間の関係やタグ情報などは考慮してい
ない．また，検索エンジンが返すヒットリストのフィ
ルタリングは行わず，そのまま用いている．-������

.�����&/(は，フィルタリング機能を持った���ペー
ジ収集ロボットである．このシステムは，通常の検索
ロボットのように任意のページを収集するのではなく，
特定の検索要求に見合う���ページのみを選択的に
収集する．辿るべきリンクを決定するために，ユーザ
より与えられる訓練例を使ったベイズ分類学習を行う．
学習はページ内に現れる単語の頻度に基づいて行われ
るため，キーワード間の関係やタグ情報は考慮されな
い．また，予め与えられた抽象的な分類クラスをター
ゲットとしており，本研究のように任意の検索要求に
は対応しないシステムといえる．
以下の章では，まず $章でフィルタリングを伴う検

索過程について説明する．次に %章でシステムの中心
的な機能となる���ページの構造を利用したフィルタ
リングルールの表現と生成方法について述べ，*章で
検索実験を行いシステムの能力を調べる．#章ではシ
ステムの効果をより詳しく考察し，最後に ,章で本研
究をまとめる．

�� 適合フィードバックによる対話的	�


検索

-
	� 'は，本研究で提案するシステムを使った場合の
検索処理の概要である．以下，各ステップで行われる
手続きについて述べる．各手続きは，図中の番号の付

いた矢印における処理と対応しており，ユーザ側で行
う操作とシステム側で行う操作の両方を記述している．
0'1 初期検索 初期条件として，検索エンジンに与
える単語集合（以下クエリと呼ぶ）と言語設定，
日付指定等の入力をユーザに促し，入力された
情報を検索エンジンに与え，検索結果を得る．

0$1 ユーザによる検索結果の判定 検索結果で上位
にランクされた���ページ（通常上位 '2ページ
程）をユーザに判定してもらい，適合ページ（正
例ページ）と非適合ページ（負例ページ）に分け
て，訓練ページとして保存する．

0%1 訓練ページの解析 フィルタを生成する際に必
要な情報を訓練ページの解析により得る．具体
的には，各キーワードのページ中における出現
場所（タイトルやアンカーテキストなど）と近
接しているキーワードの組み合せを各訓練ペー
ジ毎に調べ，リテラルを生成して，フィルタを構
成する条件候補集合を作る．

0*1 フィルタの生成 0%1で得られた条件候補集合を
使って，学習を行い，正例ページを含み負例ペー
ジを排除するフィルタを生成する．

0#1 クエリの修正と再検索 ページの判定や解析を
行う中で，クエリに付け加えるべき単語などが
見つかった場合，また適合ページが全く見つか
らない場合などに，クエリを修正して検索エン
ジンに与え，新たな検索結果を受け取る．

0,1 フィルタリング処理 検索結果で上位にランク
された���ページからフィルタリングを行い，
フィルタを通過したページが必要数集まった時
点で，その結果をユーザに提示する．ただし，既
にユーザによって判定が行われたページは除く．

検索は以上の手順で進み，0,1から 0$1へ戻ることに
よりフィードバックが繰り返される．フィードバック
を更に繰り返すかどうかは，そのときの検索結果を評
価するユーザ側の判断で行うことができ，最終的に十
分な情報が得られれば検索は終了となる．
以上の手続きの内，提示されるページの順位に直接

影響する操作は，0#1と 0,1である．検索エンジンでは，
これら $つの操作を支援するための機能を提供してい
る場合が多い．0#1のクエリの修正については，関連
単語を選ぶための方法が，情報検索の分野においてこ
れまでに数多く研究されている &3�4(．検索エンジンの
中には，5���.������のように実際にクエリの単語に
関連した語をいくつか提示してくれるものもある．0,1
のフィルタリングについては，オプションで複雑な論
理式を指定することができるものなどはあるが，どの
ような設定をしたらいいのかを支援してくれる機能を
提供するものは，今のところ存在しない．次章では，

�!���177888������8�������
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1,294 pages found

        1. PDA software, ..........
            .....................
        2. Handspring
            ......................
        3. Mobile News .............
            ......................
        4. MobileNet.com .........
            ......................

Search Result

relevant :- ap(title, mobile), ap(anchor, PDA).
relevant :- near(para, palm, os), ....................

Constructed Rules

page no.3

page no.2

<title>
 mobile, palm pilot
</title>
<a href=http://....>PDA</a>
<h2>palm os</h2>
<p>Palm os information ...
  ..........................

page no.1

background knowledge

page no.1
 ap(title, mobile) ap(title, palm)
 ap(anchor, PDA) near(para, palm, os)
 .................
page no.2
 ..................

フィルタ

(1) 初期検索

  (2) ユーザによる
  検索結果の判定

(3) 訓練ページの解析
(4) フィルタの生成

検索エンジン 検索結果

Query

mobile PDA palm os

(5) クエリの修正
   と再検索

(6) フィルタリング処理

入力

9��� � フィルタリングを伴う検索処理

この 0,1の操作を行うための���ページの特徴を生か
したフィルタの表現と生成方法について詳しく述べる．

�� フィルタの表現と生成アルゴリズム

フィルタは複数のルールから構成され，各ルールは
ユーザから提示された正例ページと負例ページを訓練
例とする分類学習を行うことにより得られる．本章で
は，まずルールの表現形式について述べ，次にその生
成方法を示す．

��� ルールの表現
学習により獲得するルールは，キーワード，演算子，

検索範囲の指定がなされたホーン節で表現する．ルー
ルの条件部を構成するリテラルには，次のものを用
いる．
� ��0������ �	��
����1 6 ページ内の ������ �	��

部分に����が現れる．
� ����0������ �	��
����'
����$1 6 ページ内の
������ �	��部分で����'と����$が'2単語以内
に順不同で近接して現れる．
演算子は，単語間の基本的な位置関係を表現する．

近接関係は以前からその有効性が確認されており &'2(，
近年この関係を指定，または自動的に考慮する検索エ
ンジンが増えている．また，���検索では，同じ単語
でもページ内における出現場所によってその重要度が
異なると考えられる．例えば，タイトルタグ内のテキ
ストはそのページの主題を表現していることが多く，
重要な手かがりとなる．よって ��，����リテラルと
もに ������ �	��を加えることによって，より詳しい

位置関係を指定している．������ �	��の種類は，以
下のものである．
� ���� 6 �������タグで囲まれたテキスト．
� ������ 6 ���タグで囲まれたテキスト．
� ������� 6 ����（�7 '～*）タグで囲まれたテキ
スト．

� ���� 6 ���タグで囲まれた$2語以上からなるテキ
スト．
これらのリテラルにより，例えば次のようなルール

集合が生成される．�
������� 6� ��0����
���
�1
��0������
89:1�

������� 6� ����0����
���
��1�

各ルールは;<関係にあり，複数のルールの内一つ
でも満たせば適合ページと判定する．上のルール集合
は，ページのタイトルに =���
�>が現れ，かつペー
ジ内に =89:>が現れるアンカーテキストが存在する
ページ，またはページ内の同一段落で =���>と =��>

が近接して現れているページを表している．

��� ルール集合の生成
フィルタとなるルール集合�を生成するための手続

きを-
	�$に示す．

����� ������	�
���
������戦略
この手続きは，�������������.������戦略 &''(を用

いており，ルール（-
	�$の ���）を一つずつ生成し，
�に追加する作業を繰り返す．���が一つ生成される
と，それによって被覆される文書が正例文書集合��

から取り除かれるので，���が生成される度に��は

) % )
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入力：正例ページ集合��，負例ページ集合��，
条件候補リテラル集合�，キーワード集合�．

出力：ルール集合�

変数：ルール ����，，除外リテラル ��，
除外リテラル集合 �．

初期化：
��検索式内の単語集合
�	 �	 ��� �
��

���� � �������� 1"

������

� ����を満たす正例ページ数 �と負例ページ数 �

を調べる．
�� �:� ����

� ����を�に加える．
� ����を満たす正例を��から取り除く．
�� ��が空集合 ���� 終了
�	
� ����，�，��を初期化．

�	
�

� �中のリテラルを除く�中の全てのリテラル
について，重み付け情報利得�を計算する．
�� �� �となるリテラルがない ����

�� ����のボディ部が空 ����

� �にキーワードを一つ加える．
� �を新しく生成する．

�	
�

� �と ����を初期化する．
� ��を �に加え，��を初期化．

�	
�

� �が最大となるリテラルを ����とする．
�� ����のボディ部が空 ���� �� 1: ����

� ����を ����と �に加える．

9��� + ルール集合生成手続き

減少していき，最終的に空集合となれば手続きが終了
となる．同じ正例ページであっても文書中で使われる
単語や，近接して現れる単語の組合わせが違うことも
あり，そのページを識別するために有効な特徴は正例
ページによって異なる．

����� 重み付き情報利得を用いたルール生成
各ルールは空のボディ部にリテラルを一つずつ追

加していき，負例を一つも含まなくなると完成とな
る．追加するリテラルは，条件候補リテラル集合�の
中から選ばれる．ここで � は，キーワード集合� と
������ �	��を引数に代入することにより作られる全
てのリテラルの内，訓練ページで実際に成り立つもの
の集合を指す．具体的には次のようなリテラルである．
� �のすべての要素を引数����に代入した ��リテ
ラルを各 ������ �	��ごとに生成したものの中で，
少なくとも 'つの正例ページで成り立つもの．

� � の要素のすべてのペアを引数����'� ����$に
代入した����リテラルを各 ������ �	��ごとに生
成したものの中で，少なくとも 'つの正例ページ

で成り立つもの．
また，追加するリテラルを選択する際の評価基準に

は，以下の式から計算される重み付き情報利得�を用
いる &'$(．

�7 �������0�
�

���

��
���

1��0�����
�
�
���1�

�0��
��17����
��

��?��

��
���

� ��
���
� ������ �

�
��� はそれぞれ，リテラル追加前

と追加後に満たす正例ページと負例ページの数である．
これにより，正例ページ 'つあたりの情報利得が大き
く，かつ正例ページをより多く満たすリテラルが選ば
れ，追加される．なお，�が最大となるリテラルが複
数存在する場合，ランダムに選択する．

����� バックトラックとキーワードの追加
ルール生成途中では，全ての正例を満たすルール集

合が生成されないまま，リテラルの選択候補がなくな
り，探索が止まることがある．この時，���のボディ
部にリテラルが 'つ以上追加された状態であれば，そ
の時点で ���に追加されているリテラルを全て破棄
し，���の生成をやり直す．その際，同じ探索を繰り
返さないため，生成をやり直す前の ���に追加された
リテラルのうち，最初に追加されたもの（-
	� $中の
変数 �）を予め除外しておく．そうでない場合，つま
り ���のボディ部が空の状態である場合，� にキー
ワードを新たに加え，�を新しく生成することによっ
て選択可能なリテラルを作る．
追加するキーワードは，正例ページ集合��から選

ぶ．まず各ページ中の���タグで囲まれた $2単語以上
からなる段落の内，クエリ内の単語を少なくとも 'つ
含むもののみを集め，これを� とする．次に� に出現
する全単語集合� の各要素��に対して，以下の式か
ら重要度を計算する．

（��の重要度） 7

（� 中における��平均出現頻度）�

（��が現れる� 中の段落数）

この重要度が最も高いもので，クエリに使われてお
らず，まだ追加されてないものを新しく追加する．

�� 実験

提案手法の有効性を調べるために，$章で説明した
手順に従った検索実験を行った．

��� 実験方法
提案手法を検索エンジンに適用するメリットとこれ

までの典型的な適合フィードバック手法に対する性能
比を調べるため，次の %つのタイプの検索についてそ
れぞれ #2ページを判定し，得られた適合ページ数を比
較した．

) * )
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0'1 検索エンジンのみを使った検索（検索エンジン
または ��	
��と表記）

0$1 ベクトル空間モデルを用いた適合フィードバック
を行った検索（ベクトル空間モデルまたは ������

と表記）
0%1 フィルタリングルールを用いた適合フィードバッ
クを行った検索（フィルタリングルールまたは
���と表記）

検索実験を行うために必要なユーザの検索要求と
して，コンテスト形式による検索システムの性能評価
を目的とした会議である !<�.�の ��� ��� !����

において利用された検索課題（トピック）から初めの
$2個 0@��*2'～*$21を選んで用いた．このトピックの
選択に意味はなくランダムな選択と等しい．またト
ピック数 $2は検索性能を調べるには妥当な数である．
-
	� $は実験で用いたトピックの例で，要求内容や適合
ページと判断する際の判定基準などが記述されている．
適合ページの判定は，著者を含む*人の被験者が行っ

た（日本人男性 '人，ロシア人男性 $人，ブルガリア
人男性 '人，内 %人は大学勤務，'人は博士課程学生で
全員，十分な英語の読解能力を持つ）．各トピックに
対して初期クエリ（各トピックの�	
	���タグに記さ
れた '～%個の単語）を検索エンジンに入力すること
によって得られたヒットリストの上位 #22ページをダ
ウンロードしておき，各ページに対してその内容がト
ピックの要求に適合するかどうかを予め各被験者に判
定しておいてもらった．よって %つの検索はこの共通
する #22ページに対して行われた．また，被験者には
特定の手法の検索結果という情報が与えられないため，
判定を恣意的に行うことはできない．以下 0'1～0%1で
の具体的な検索方法と判定手続きについて説明する．
0'1の検索では，検索エンジンに，検索精度が良い

とされるA��	��（英語版）を用い，初期検索で得ら
れたヒットリストの上位 #2ページを調べた．
0$1の検索のベクトル空間モデルを用いた適合フィー

ドバックは，$章で述べた手続き #のように検索エン
ジンに与えるクエリを直接修正する方法ではないが，
クエリベクトルに含まれる単語の重みを修正すること
がクエリの修正と対応しており $章の手続き #の代替
方法と見なすことができる．一般的に用いられるクエ
リベクトルの修正式を次式に示す．

����7�����?�
'

��

�
��

���

��� 
'

��

�
��

��� ���

��

��，��はそれぞれユーザによって示された適合ペー
ジと非適合ページから作られる単語ベクトル，��，
�� はそれらの数を表す．�
�
 のパラメータはそれ

�!���177�������������
�!���177888�����������

9��� 0 システムインタフェース

ぞれ 3
',
*の組み合わせで使われることが多くこの実
験でもこの組み合わせを用いた &'%(．ページ内の単語
の重み付けは !<�.コンテストで高い性能を示した
����
システムが採用している方法を用いた &'*(．重み
��の計算式を次式に示す．

��7
�!

�!?2�#?'�#
�����

��������

�

�	0
��"�#�?2�#

���!
1

�	0��"�#�?'1

�! はページ内での単語の頻度，���! は単語が現れる
ページ数，�����はページ内に現れる単語数，��������
は #22ページでの �����の平均値，��"�#�は総ペー
ジ数（この実験では #22）を表している．ヒットリス
トの上位 '2ページを判定する毎にクエリベクトルの
更新を行い，この更新されたクエリベクトルを使って
#22ページを適合度の高い順にソートし新しいヒット
リストを作る．この作業を *回繰り返すことによって
合計 #2ページの判定を行った．
0%1の検索は初期検索で得られたヒットリストの上

位から '2ページ判定する毎にフィルタを新しく生成
し，ヒットリストはそのままでフィルタのルールを満
たすかどうかのチェックを '位にランクされたページ
からやり直す．これによりフィードバック前にフィル
タを通過しなかったページが新たに適合ページとなる
こともある．実験ではこの作業を *回繰り返し，合計
#2ページ調べた．
実験に先立ち，$章で説明した検索を実際の検索エ

ンジンを使って行うことの出来るインタフェースを作
成した．-
	� %は，そのインタフェースの概観である．
クエリ入力に加え，適合性判定のマーキング，ルール
生成などを行うことができる．

��� 実験結果
-
	� *は，前節で説明した %つの検索結果から得ら

れた判定ページ数と獲得適合ページ数の関係を示した
ものである．各値は *人の被験者と $2個のトピック
についての平均値であり，'人が 'トピックについて

) # )
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.-�� � 検定結果
��	
�� �"� ��� ������ �"� ��� ��	
�� �"� ������

被験者$ '#�4 % '4�,（有意） '4�/ & '4�,（有意でない） '#�4 % '4�/（有意）
被験者' '$�# % '*�,（有意でない） '2�$ % '*�,（有意） '$�# & '2�$（有意でない）
被験者� ',�% % '4�2（有意） ',�$ % '4�2（有意） ',�% & ',�$ （有意でない）
被験者� ',�' % '4�3（有意） ',�# % '4�3（有意） ',�' % ',�# （有意でない）
合計 ,2�3 % /%�2（有意） ,$�, % /%�2（有意） ,2�3 % ,$�,（有意でない）

#2ページの判定を行った場合に得られる適合ページ数
の期待値を表している．最初の '2ページはどの検索
でも同じものを評価するので差はないが，それ以降判
定ページが増えるにつれて提案手法による検索と他の
$つの検索との差が開いている．#2ページを判定した
段階で平均 %ページ前後多く適合ページが得られてい
る．この差が有意なものであるかどうかを調べるため，
#2ページの判定後に，各被験者の各トピックで得られ
た適合ページ数の分布の平均値の差を検定した．検定
方法には �������の �検定を用いた．また被験者全員
の合計値（各トピックにつき被験者全員の適合ページ
数を合計したもの）の分布についても検定を行った．
-
	� 'にその結果を示す．各被験者ごとに %つの検索
間での平均値の大小の比較とその検定結果が示されて
いる．被験者個別で違いはあるものの，フィルタリン
グを用いた検索は他の $つの検索と比べて概ね有意な
差が得られていると見ることが出来る．以上のように
平均的に見てフィルタリングの効果が現れていると言
えるが，トピックによってその効果は大きく異なる．
-
	� #は #2ページ判定後の獲得適合ページ数をト

ピック別に示したものである．各値は *人の被験者の
平均値であり，効果が得られているものとそうでない
ものとの差がはっきりと現れている．全体的に見て，
フィルタリングの効果が現れているといえるが，効果
の現れ方はトピックによって様々である．次章で効果
が現れたトピックとそうでないものについていくつか
取り上げ考察する．

�� 考察

実験結果から，提案手法による検索結果が全体的に
優位であることがわかったが，-
	� #に見られるよう
にトピックによってその効果にはばらつきがある．こ
こでは提案手法と他の $つの方法による検索結果を比
較しながら，提案手法の特徴を考察する．

��� 検索エンジンとの比較
まず検索エンジンとの比較では，'$番と '3番のト

ピックに提案手法によるフィルタリングの効果が良く
現れている．-
	� $はトピック番号 '$番の検索要求で
ある．この検索要求に対して検索エンジンが返すヒッ
トリストの中には，適合ページの他に，「旅行者が心
得ておくべき注意点」を紹介しているページが多く含
まれていた．フィルタリングを使った検索では，この
ような非適合ページを多く排除できたため効果が大き
く現れた．!��� %は，このトピックに関する検索過
程で生成されたルールの内，適合ページを多く獲得し
たものの一部である（各ルールともボディ部のみを示
してある）．各ルールをみてわかるように，=�
�����>

と =�����
��> を基本に，=���>0!�� ������ :�
��
��

:��
�
�����
��の略称1や =������
�	>といった具体的
な機関名やシステム名を意味する単語が組み合わされ
ることにより，精度の高いフィルタリングが行われて
いた．また，-
	� *は '3番の検索要求である．この検
索要求に対しては，キルトについて書かれた本，キル
ト教室等を紹介したものが適合ページとなるが，フィ
ルタリングを使った検索では，これらのページの特徴
をうまく捕らえて効果を上げており，特にキルト製品
をオンライン販売しているページが多く検索されて

) , )
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.-�� + トピック �+番
����� ������� �	


������� ������ ��������

�	�
�� ����������� ���� �������� �������� ��� �� ������ �� ��� ������

�� �� ���� ������ �� ��������

���� ���������� � �������� �������� ����� �������� � ������� ������

��� �������� ��� �������� �������� ������� �� ������ �� ������ ��� ���

�� ���� ������� �������� ����� ����� ���� �������� � ������� �� ��������

����  �� ����� �� � ������������ ����� �� � �������  ���� ���� �� ���

��  ����  �� ����� �������� !��������� ��� ��� ��� ����� �������

����� �� ��� ������������� �� ��� �������� �� ���� ��� ���� ���������

.-�� 0 トピック �+番で生成されたルールの例
�" �#������$���������%�

�" ����#���$��������$������%$�#�����$������%�

�" ����#���$��������$�������%$����#���$��������$������%�

�" ����#���$��������$�������%$����#���$���$������%�

.-�� / トピック �&番
����� ������� �	&

������� '�����$ ������

�	�
�� ����������� (�  ���  ��� ���� '����� ���� ���� �� �������� ��"

�����

���� ���������� ������������������� '������� ���)�$ '������� �������$

'������ ��*����$ ��� ������ �+������ �� '����� ��� ��� ��������� ����"

����� ���� ������� �(�� '����� ��� ����������$ ������ ����� �� �������

������� ���� ��� '����� ��� ����� ���� ��� ������������

.-�� ' トピック �&番で生成されたルールの例
�" �#���$������%$ �#�����$'�����%�

�" �#������$������%$ �#�����$'�������%$ �#������$'�������%�

�" �#���$����)%$ ����#���$'����$����)%$ �#������$������%�

�" �#�����$'�������%$ �#������$������%�

いた．!��� #に，同じく適合ページを多く獲得した
ルールの一部を示す．この中で，=��
��>と=��
�>の
$つの単語が用いられているルールにより，オンライ
ンショップ関連のページが選び出されていた．また，
=����
�>と =��
�> が用いられているルールで得られ
たページでは，織物コレクションの一部としてキルト
が紹介されていた．
上の $つのトピックは，より多くの適合ページを見

つけ出すという効果は同じものの，得られた適合ペー
ジは必ずしも検索エンジンが返すヒットリストの上位
から順に選ばれているわけではない．これは次のよう
な（擬似的な）再現率を計算することによって示され
る．つまり，フィルタを使って#2ページ調べた場合に
得られる適合ページ集合を ��，検索エンジンが返す
ヒットリストの上位 #2ページに含まれる適合ページ

集合を��とした場合に
�����

��

で示される値はヒッ

トリストに元々含まれる適合ページをフィルタが残し
ている割合を示している．'$番のトピックではこの値
が 2�/'と数値が高く，上位 #2ページに含まれる適合
ページの多くが検索されているのに対し，'3番のト
ピックでは 2�*/と低い数値となっており，#2位よりも
下位にランクされている適合ページも多く検索されて
いることを示している．'3番のトピックに関しては，

先に述べたように同種の適合ページ（この場合オンラ
インショッピングサイト）に特化されたフィルタが生
成されていることによると考えられるが，一般に生成
されるフィルタの質は生成時に用いる訓練ページの質
に依存する．本実験では適合ページの再現性に関して
は特に制約を設けていない（トピックごとに記述され
た客観的基準以外に適合ページの質を問わない）ため
調べたページ全てを訓練ページとして与えているが，
実際の検索ではユーザは検索過程を通して要求する適
合ページの質を決めていくことも多いため，そのよう
な場合には求める適合ページの質を考慮した訓練ペー
ジの与え方が必要となる．

��� ベクトル空間モデルとの比較
次にベクトル空間モデルによる適合フィードバック

を用いた検索と比較すると，,番のトピックにフィル
タリングの効果がよく現れている．このトピックは，
-
	� ,の検索要求に見られるようにパーキンソン病の
治療方法を探すものであるが，この病気の治療法は
薬による処方が主であるため，クエリベクトル中で
は，=�	��
��>，=��������
�>，=���	

��>など具体
的な薬を示す単語が高い重みを持つ．しかし，肝心の
=����
����>や =���������>などの単語の重みがそれ
ほど高くないため，アルツハイマーについて書かれた
ページや単に薬の説明がなされたページなどパーキン
ソン病との関連について少し触れられた程度のページ
が検索されていた．一方，提案手法の方は -
	�/に見
られるように薬の名前を表す単語はほとんど使われて
おらず，=����
����>，=���������>などの数語の出現
位置や組み合わせによってフィルタを構成することで
適合ページの選別を行っていた．

.-�� % トピック %番
����� ������� �,-

������� .��)�����/� �������

�	�
�� ����������� ���� �� ����� ���� �� ����� ��� ������� �� .��)��"

���/� ������� ��� )�� ��� ������ ���������� �� ���� �� ��������

���� ���������� � �������� �������� ���������� � ���� �� ���������

������ �����0�� �� ������ ���� ��� ������� �� ���������� �� �������

�� ��������

.-�� ; トピック %番で生成されたルールの例
�" ����#����$ ��)�����$ �������%�

�" ����#���$ �������$ �������%$ ����#���$ ��)�����$ ���������%$

�#����$ ��)�����%�

�" ����#���$ �������$ �������%$ ����#������$ ��)�����$ ���������%�

�" �#������$ �������%$ �#���$ �������%$ �#�����$ ��)�����%$

����#������$ ��)�����$ �������%�

�" ����#���$ �������$ �������%�

��� 効果が現れない例
多くのトピックに関して良好な結果を残す半面，''

番のトピックなど，他の $つの手法に対して，効果が
全く見られなかったトピックもあった．-
	� 3はこの
トピックの検索要求である．このトピックに適合する
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ページとしては，リンク集，掲示板，ニュース，宝探
しのグループのホームページなどが挙げられるが，そ
れぞれの適合ページは少しずつしかないため，本稿で
説明したルール生成アルゴリズムでは，個々のページ
に特化された特徴が生成されてしまうことから，類似
ページの選別が十分行えず，効果が出なかったと考え
られる．!��� 4には，生成されたルールの中で適合
ページが得られたものを示してある．これらを見てわ
かるように，生成されたルール数が少なく，条件部も
��� ページを絞り込むには不十分であるため，フィル
タリングの効果が現れなかった．

�� まとめ

本研究では，検索エンジンが返すヒットリストを逐
次的にフィルタリングすることによって，適合ページ
を効率よく選別する対話的な検索方法とフィルタを構
成するルールの生成アルゴリズムについて説明した．
提案手法は，���ページ中のキーワードの位置関係と
構造的条件を加味してフィルタを自動生成し，複雑な
絞り込みを行うことができる．本研究では，これを実
験を通して確認することができた．
現行の検索エンジンでは，このようにユーザからの

フィードバック情報を処理し，ユーザが持つ情報要求
の具体化を支援する枠組みはまだ提供されておらず，
検索エンジンをより有効に活用するために本研究で述
べたアプローチは十分有効であると考えられる．
今後の課題としては，ユーザがページの判定をス

ムーズに行うためのインタフェースの工夫や視覚化機
能を追加することなどが挙げられる．また，適合フィー
ドバックを行う際にユーザの負担となる判定ページの
必要数をできるだけ減らすことは重要であり，クラス
タリング機能の追加なども必要である．
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