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あらまし 我々は，実世界の出来事はその関連キーワードによる検索結果ページのランキングに変動を与える，という

知見に基づき，社会科学者を対象としたランク変動分析システム「SERPWatcher」を開発している．SERP Watcher

では，利用者が指定した検索キーワードによる検索結果ランキングの時系列変化を閲覧することができる．これによ

り社会科学者は実世界の出来事とランク変動との関連を調査する．本稿では，SERP Watcher からの特徴的なランク

変動の発見を助ける為，ランク変動に着目し,社会分析にとって情報抽出を行った．
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Abstract We develop the system named SERP Watcher for social science researchers to analyze transition of the

ranking. The motivation of the system is based on our empirical knowledge that the ranking transitions of search

engines seem to be related to social trends in the real world. SERP watcher collects ranking data of multiple search

engines several times a week,and users can see the ranking transition of Web pages and they can also compare the

rankings in multiple search engines. However,it is difficult that social scientists can find some relations between

ranking transition and the social trends by seeing only rankings data. In this paper, we tried two types of analysis by

using ranking transition data.One is extracting turning points of ranking transition by using interval least squares

method,and the other is finding Web pages whose rank in a particular search engine is much difference from other

search engines.
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1. は じ め に

我々は，実世界の出来事はそれに関連する検索キーワードによ

る検索エンジン結果ページ (search engine result page,SERP)

のランキングに変動を与えるという知見 [1] [2] [3]に基づき，社会

科学者を対象としたランキング分析システム「SERP Watcher」

を開発している．SERP Watcher は，利用者が指定する検索

キーワードに対して，さまざまな検索エンジンの SERP を定

期的に収集し，SERP 順位の変動を分析し，その変容により警

告を発して，利用者に調査を促す．

現在の SERPWatcher の課題として，SERP のランク情報

が膨大であるため社会科学者がこれらを見て何らかの注目すべ

き点を見つけ出すのが困難であるという点がある．本稿では，

社会科学者が SERPWatcher から特徴的な変化を発見・分析す



る手助けをすることを目的とし，ランク変動に着目した情報抽

出を行った．

2節で関連研究について紹介し，3節で SERP Watcher，4～

6節で SERPWatcherに新たに追加する機能について述べ，7

節でまとめを行う．

2. 関 連 研 究

本節では，我々の研究にかかわりのある「ランク変動解析」

「Web上の話題抽出・分類」に関連した研究について述べる．

早稲田大学の吉田ら [4]は，2009年に幅広い種類の語を検索

キーワードとして得られる一般的なサイトのランク変動パター

ンを抽出し，サイトの生成日時や更新頻度について調査するこ

とでサイトの特徴を解析している．この研究は，ランク変動を

分析する点では我々と共通しているが，目的が我々の研究とは

異なる．我々は，社会的・政治的に話題性のある語を検索キー

ワードとして用い，実世界の出来事との関連を発見することを

意識したランク変動分析をしている．

Web上の話題を抽出・分析するWebコミュニティ抽出は現

在までに多数提案されている．Web コミュニティ抽出手法に

は，主にWeb ページ間のリンク構造を利用した手法とドキュ

メントの類似度を考慮する手法がある．

東京大学の豊田ら [5]らは 2003 年に，1999年から 2002年の

間に収集した日本の Web アーカイブからコミュニティの発展

過程をリンク解析により詳細に分析し，コミュニティの分裂・

合併や成長縮小などの特徴を発見している．

早稲田大学の飯村ら [6]は 2009 年にWebページ間のリンク

構造を有効グラフとみなし提案アルゴリズムにより，Web コ

ミュニティの抽出を行っている．その結果既存アルゴリズムよ

り適合率を向上させた．

東京大学の藤村ら [7]は 2005 年に肯定・否定への文書分類を

基にしたWebからの評判抽出を行っている．あらかじめ収集

した肯定的・否定的評判コーパスから統計的に評価表現を抽出

し，評判分類に拡張する手法である．

これらの研究もまた，Web上の意見を抽出・分類するという

点では我々の研究と共通だが，ランク変動には着目していない

点で異なっている．

3. SERP Watcher

本節では，本稿で提案する機能の土台となる SERPWatcher

に関して，社会調査における機能と問題点について述べる．

3. 1 SERP Watcherを利用した社会調査

SERP Watcher は，社会科学者の為のランキング分析システ

ムである．SERP Watcherを使った社会調査は，図 1に示すよ

うに，step1:ランキングデータの収集，step2:データから特徴

的な変動を抽出，step3:抽出したものと実世界との関連を調査

という流れで行われる．現在の SERPWatcherは，step1のラ

図 1 SERP Watcher を利用した社会調査の流れ

ンキングデータの収集を行っているが，step2の特徴的なデー

タの抽出機能が不十分でありその仕事を社会科学者にまかせて

いる．その詳細を次項で述べる．

3. 2 SERP Watcherの機能

本項では，利用者から見た SERPWatcher の機能を説明し

ながら社会調査をする利用者から見た問題点を述べる．SERP

Watcher では，利用者が検索キーワードを登録すると，毎週

指定した曜日に 7 つの検索エンジンによって検索結果のペー

ジを 1 位から 500 位まで収集し，データベースに格納する．

使用している検索エンジンは，Google，Yahoo!Japan，msn，

infoseek，baidu，excite，goo である．収集しない 501位以下

のランクはすべて 501位として考えている．

収集・蓄積した SERP のデータは以下に示す 3種類の画面で

閲覧することができる．SERP Watcherで収集したデータは，

主に，どの検索エンジンで，いつ収集した，どんな Web ペー

ジかというものである．そこで，SERPWatcherのデータ閲覧

画面は，検索エンジン，収集日， Web ページを軸として，こ

のうち一つの軸を固定して 3方向から見ることができる．

図 2 検索エンジン固定ビュー

図 2に示す「検索エンジン固定ビュー」では，指定した検索

エンジンにおいて，指定した収集日 (基準日)に収集されたWeb

ページとそのランクを表示している．また，その Web ページ

が他の日に何位であったかを知ることができるようになってい

る．基準日は切り替えることができる．検索キーワードはあら

かじめ指定しておく．

図 3に示す「収集日固定ビュー」は，指定した検索エンジン・

収集日に現れる Web ページが他の検索エンジンで何位にラン

ク付けされているかを比較できる．

最後に，図 4に示す「 Web ページ固定ビュー」は，指定し

た Web ページが 7 つの検索エンジンでどのようにランク付け



図 3 収集日固定ビュー

図 4 Web ページ固定ビュー

されながら推移しているかがわかる．

これらの 3画面はそれぞれ他の 2画面に切り替えることがで

きる．また，Web ページタイトルをクリックするとその Web

ページの内容を確認できるようになっている．

また，現在 SERPWatcher が持つ，ランク推移から特徴的な

変化の発見を助ける機能として，「アラート機能」「ランク変動

の色づけ機能」の 2つがある．「アラート機能」は，大きなラン

ク変動があったときにその Web ページ名，ランクなどをリス

トアップし表示する機能，「ランク変動の色づけ機能」は，上記

の 3 種の固定ビューで表示しているのランク値の背景色を推移

にあわせて変化させるものだ．基準日のランクに対して上のラ

ンクならば赤，下のランクならば青，ランクがはなれているほ

ど色が濃くなるように色付けし，単に数字の並びを見るより感

覚的にランク変化がわかるようにしている．

3. 3 社会分析における SERP Watcherの問題点

現在の SERPWatcherには，実際に社会科学者が特徴的変化

を発見することに関してこれらだけでは不十分で課題が多い．

「アラート機能」に関しては，利用者が調査目的に合ったアラー

ト条件を詳しく指定できないこと，「ランク変動の色づけ機能」

に関しては，色付けのルールについて説明がないとわかりづら

いことや，ページをまたいだ特徴の発見が困難であること，情

報が多いことで注目すべき変化を見落とす可能性もある．ラン

ク変動を見て社会分析するにあたって，ランクが大きく変動し

た時期は重要である．なぜなら，我々は何らかの社会的事象が

ランクに変動を与えていると考えるからだ．逆に，ランクの変

動のほとんどない部分やユーザが目にすることの少ない下位の

ランクの変動は社会分析に役立てにくいと考えられる．また，

この他に検索エンジン間のランク付けの比較をしたいという要

求もある．

4. 社会調査の為のWebページ抽出

本稿では，社会的事象と関係のありそうなWebページを抽

出するための分析を行った．

SERPWatcherが持つランク変動のデータは膨大であり，社

会分析に有益な特徴的変動とそうでないものが混在している．

まずは，社会的事象と関係のありそうな変動だけを取り出す必

要がある．また，取り出した特徴的変動を社会分析に生かすた

め，変動パターンとWeb ページの内容との関係の分析を行っ

た．以下の手順で，上位で大きくランク変動した時期を明確に

するようなランク変動の単純化し，保存しておく．

(1) 重要度に応じたランクのスコアリング
(2) ターニングポイント抽出
(3) ターニングポイント情報を保存

以下でそれぞれの詳細を述べる．

4. 1 重要度に応じたランクの重み付け

ランクの価値に対する見方は 2 つあると考えられる．ひと

つは，ユーザのアクセスの可能性を考慮したものだ．一般に，

ユーザが検索エンジンでページを検索する際，ごく上位のペー

ジしかリンクをたどらないと言われている．それを考慮すると

ランクの価値があるのは高々上位 30件ほどで，それより下位の

変動は価値が低いと考えられる．例えば，ランクが 20位から

5位にランクアップしたWeb ページと 500位から 95位にラン

クアップした Web ページがあったとする．上昇度は後者の方

が高いが，前者の方が注目すべき変化であると見える．もうひ

とつは，単純にすべての変動に価値があると考えだ．社会現象

が順位にどの程度影響を与えるかを考えれば，上位での変動で

も下位での変動でも価値があると考えられる．例えば，300位

が 250位になるようにたとえ下位の変動でも変動したことには

社会的事象が影響しているかもしれない．

我々は，前者の考えに基づき上位での変動ほど重要と扱われ

るようなスコアリングを行った．また重みの度合いを変えるこ

とででどの程度ランク変動が調節されるか見た．

ランクに対する重み付けは式 (1)で表わされる．

score = 250 ∗ (1− 1

2a∗rank
) (1)

rank は区分最小二乗法適用後のランク，scoreは rank に重み

付けしたランク，a はスコアリングの度合を表す値である．a

が大きいほど条件がきつくなる．図はランク変動がスコアリ

ングによりどのように変化するかを示した図で，3 つのグラ

フはそれぞれ a=0.1(きついスコアリング)，，a=0.3(緩いスコ

アリング)，スコアリングしていない元のランク変動，である．

a=0.1(きついスコアリング)は，利用者が目にすることの多い

Webページは高々30位までだと考え，30位より下位の変動は

どんなに変動してもすべて同じように扱われるようにした．こ

れにより，2009年 7月中旬以降の変動は 50位以上変動してい



図 5 スコアリングの度合によるランク変動の比較

る部分にもかかわらず，30位より下位ということでその変動は

無視されており，2009年 6月から 7月上旬にかけての上位で

の変化が際立っている．一方，a=0.03(緩いスコアリング)は，

200位程より上位は変動を意味があると考えたもので，2009年

10月の 160位から 80位までのランクアップなどが検出されて

いる．どのレベルの重みが最も社会分析に有益な結果を出せる

かは，場合によって違っており，その調節は今後の課題である．

4. 2 ランク変動の直線近似

ターニングポイントを抽出する為，区分最小二乗法 [9]を用

いて，ランク推移を単純化する．区分最小二乗法は，2次元平

面上の点列をできるだけ少ない本数の直線で近似するアルゴリ

ズムである．各 Web ページにおいて，ランク推移の情報を，

座標が (収集日，ランク値)である二次元平面の点列と考え，ラ

ンク推移のおおまかな特徴のみを抽出する為その点列をを直線

近似する．図 6は，googleで“小沢一郎”と検索した際に現れ

図 6 区分最小二乗法適用前後のランク推移

たページ「極東ブログ：小沢一郎公設秘書逮捕に昭和の香り」

のランク推移（2009/1/1～2010/2/12）に区分最小二乗法を適

用した結果（上：適用前，下：適用後）である．2009年 6月か

ら 2009年 9月や，2009年 10月から 2010年 1月にかけての

の上位での細かいランク変動が一本の線分に近似されているこ

とがわかる．このように，小さな変化を無視することで大きく

変動した部分が際立ち，大きなランク変動の流れがわかりやす

くなる．近似した各線分をを近似線分と呼ぶことにする．近似

線分の始点をターニングポイントとする．

区分最小二乗法で直線近似し，重み付けをしたランク推移の

各近似線分に対し，式 (2)で傾き leanを定義する．

lean = (ed score−st score)/((ed wdate−st wdate)/7)+1(2)

st date と ed date は，近似線分の左端の収集日と右端の収集

日であり，st scoreと ed scoreは，それらの収集日に得られた

ランクにスコアリングをほどこしたランク値である．ランク変

動をその変動期間で割っている．変動期間の単位は週である．

4. 3 ターニングポイント情報の保存

これまでに述べたランク変動のターニングポイントの情報

（転換日，転換前後のランク）をテーブルに格納する．テーブ

ルにすることで，社会分析に使えそうな情報だけ取得したい際

に容易に検索が可能となる．

5. ターニングポイント時期の分析

5. 1 ターニングポイント時期の集計

ランク変動から社会分析をするにあたり，大きく変動した時

期を知ることが重要である．そこで，各Webページのターニ

ングポイントを月ごとに集計し，それが多い時期の順に並べて

見ると社会的事象の流れが見えてくるのではないかと考えた．

図 7に集計画面を示す．指定したキーワードで検索した際に現

図 7 ターニングポイント集計画面

れる各Web ページ（2009 年 1 月から 2010 年 2 月 12 日まで

のすべての収集日）において，各月に現れるターニングポイン

ト数の平均を表示した．なお，ターニングポイントの後の線分

の傾きが 0の場合，ランクが一定になる場合はカウントしてい

ない．

表の枠内の数字についてだが，上の数字はその月のターニン

グポイントの回数である．下の数字はそれらをつなぐ近似線分

の傾きの和である．ランクアップする傾きが多い場合はマイナ

スの値になり，ランクダウンする傾きが多い場合はプラスの値

になる．どちらも同程度あるとその値は 0に近づくことになる．



例えば，図 7 中の「小沢一郎のニュース検索結果」では 2009

年 5月に 2回ターニングポイントがある．つまり 2回上下どち

らかの変動をしているが，傾きが 0なっているのは和をとって

いるので相殺されていると考えられる．

5. 2 変動パターンとWebページの傾向

前節で求めたターニングポイント時期の集計結果に基づき，

我々はランク変動を以下の 4パターンにわけ分析を行った．キー

ワードには「小沢一郎」のほかに「中川昭一」と「ジェンダー

フリー」の 3つのキーワードに対して分析を行った．

図 8 特徴的な推移パターンにおけるターニングポイント分布

（ 1） スパイク型遷移：

ターニングポイントが複数回あるが，月のランク推移のスコ

アが 0 または 0 に近い値である場合，1 か月以内で何回か推

移したが結局月はじめと月終わりはほぼ同じ順位だったことを

表す．

このようなWebページは一瞬上がってすぐにランク外に落

ちるもの（上向きスパイク）と，通常上位にあるものがある時

期だけ一瞬ランク外に落ちるもの（下向きスパイク）がある．

上向きスパイクはニュースやニュース検索結果が多くみられ

た．これは「今日のニュース」などで自動リンクが張られるた

め一瞬上位に上がるが，その日をすぎるとあっという間にラン

ク外になるのでスパイク型になると思われる．図 8 の (Ａ) は

「小沢一郎のニュース結果」という検索結果ページであり，こ

のタイプに当たる．

下向きスパイクは通常上位で一定のランクにあるものが一瞬

ランク外に落ちるもので，その理由はさだかでないが，検索エ

ンジン自体の事情によるものと思われる．実際いくつかの下向

きスパイク型を見た結果，社会的事象にはあまり関係がないと

思われるものが多かった．

（ 2） 単峰型遷移：

ある月に上昇したのち，2，3 カ月かけてランクが下落する

Webページを指す．ニュース記事のページやニュースに言及し

ているブログに多くみられた．比較的有名なブロガーの記事や

新聞のコラムが多いため，ブログ記事が投稿されたときに多く

のニュースサイトや他のブログ等から引用されしばらく話題に

なり，その後そのニュースの話題が注目されなくなるにつれて

下落することからこのような動きになるものと思われる．

図 8中 (B)は「依存症の独り言：やっぱりね！小沢一郎」と

いうタイトルであり，秘書逮捕に関連する 2009年 3月 4日の

記事であり，3月に 28位まで上昇した後に 6月末には 107位

まで下降している．

このタイプの遷移は時事ネタに絡むキーワードに多い．今

回調査した「小沢一郎」「中川昭一」「ジェンダーフリー」の 3

キーワード中では，「中川昭一」，「小沢一郎」に単峰型遷移がよ

く見られた．

このタイプの遷移を持つWebページに注目することにより，

キーワードに対してどんな話題があったのかという流れを追う

ことができると考えられる．例えばキーワード「小沢一郎」の

場合は 1月～3月にかけて秘書逮捕に対する話題，4月～6月

に代表辞任の話題，7月～10月に剛腕ぶりに関する話題，11月

ごろから政治と金の問題がみられた．

（ 3） 多峰型遷移：

長い期間で何度も上昇下降を繰り返しているWebページを

指す．このタイプの遷移をするページは以下の 3種類に分ける

ことができた．

• 恒常的に参照されるページ

まとめサイト，公式サイトなど，ニュースや社会的事象に関係

なく恒常的に参照されるWebページに多くみられた．キーワー

ド「ジェンダーフリー」にはこのタイプのWebサイトが多くみ

られ，ジェンダーフリーに関する QandAサイトや数年前に論

争のあったジェンダーフリーの定義や教育に関するコラムがこ

のタイプに該当した．Wikipediaなどのように上位で定着して

いるわけではなく，上位には位置しているが複数のサイトが数

カ月単位で順位を入れ替わっており，その内部を詳しく分析す

ることによってより深い社会状況の分析がができると思われる．

• 長い期間にわたる話題に関するブログ記事

ある時期に投稿されたブログ記事の話題がその後何度かふたた

び注目されるケースも見られた．例えばキーワード「小沢一郎」

の場合は「極東ブログ：小沢一郎公設秘書逮捕に昭和の香り」

という記事の遷移 (図 8 中 (D)) は 3 月にランク上昇してから

大きく上下しながら 2010年 1月時点でも動きがみられる．基

本的に 3月，6月，10月に上昇しており，選挙時や陸山会の問

題が話題になる際に注目され，引用されていたのではないかと

思われる．

• ニュース結果ページ

スパイク型によくみられるニュース記事のページとは異なり，

ある固定されたＵＲＬに対して各時期のニュース検索サイトが

表示されるタイプのページであると思われる．例えば「小沢一

郎の最新ニュース- フレッシュアイニュース」（図 8中 (C)）な

どがこのタイプのWebページであった．つまり一つのページ

の中身が動的に書き変わるため，常に上位に存在するが，内容

によって順位が上下することがある場合，多峰型遷移をとると

思われる．

（ 4） 単純上昇・下降型

上昇し安定したものや，下降しただけのWebページを指す．こ

れは実際に上昇あるいは下降して安定したページのほかに，集

計の際に最近 1 年間分と区切ってあるため，その期間よりも

前に上昇したものが，その後に下降したものも含まれる．実際

キーワード「ジェンダーフリー」は 2009年 1月より前の時期

からランキング情報の取得を行っているためこのタイプのWeb



ページが見られた．このタイプの場合には，それ以前の遷移状

況や実際の順位変動をみたうえでどのような性質のページであ

るかを見極める必要がある．

5. 3 キーワードによる結果の違い

今回調査した 3つのキーワードに対して前節に述べた遷移型

が其々いくつ存在するかを数え上げた．その結果を図 9に示す．

図 9 3 キーワードにおける遷移タイプの出現数

この図から「中川昭一」と「小沢一郎」にはスパイク型と単

峰型が多いことが分かる．これはこの二つのキーワードに関し

て 2009年に多くの大きなニュースがあったため，そのニュー

スに対する多くのWebページが登場し検索ランキングを入れ

替えていったことがうかがい知れる．また，「小沢一郎」は比較

的多峰型も多くみられた．これは 2009年を通じて何度か政治

と金にまつわる話題が続いたことによるものと思われる．

また「ジェンダーフリー」はこれと対照的に多峰型と単純型

が多くみられた．これは長い期間比較的安定して検索ランキン

グの上位にいるページが多いためと思われる．

このようにキーワードにおける結果の動向により，そのキー

ワードがどのような性質をもったものかを見極めることができ

ると思われる．

6. まとめと今後の課題

SERP Watcher のランク変動から特徴的な変動のみを抽出

し，それを利用して社会分析にとって有益なWebページを抽

出するための実験を行った．今後はさらにランク変動パターン

とWebページの内容との関連を詳しく調べ，異なるキーワー

ドでもそのそれぞれに最適なWebページ抽出を目指していき

たい．
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