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あらましあらましあらましあらまし  本稿では，Web検索結果のリンク先 Webサイト中に存在するリンク情報を検索結果画面に木構造表示

する Web 検索システムを提案する．提案システムにより，ユーザが探している情報が検索結果のリンク先 Web サ

イト中には存在せず，リンク先 Web サイトから更にリンクされた先の Web サイト中に存在する場合などに，その

Web サイトに検索結果画面から直接アクセスできるようになる． 
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Abstract  In this paper, we propose the Web search systems which output the search results with the page-link structures 

that are presented with tree structures. In the case that the seeking information does not exist in the Web site linked form the 

Web search results, but exists in the father linked Web site, by our proposed systems, it is able to access the seeking 

information directly. 
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに  

近年の Web サイトの爆発的増加により，今やインタ

ーネット上には無数といってよいほどの情報が存在し

ている．それら無数の情報の中からユーザが自分の探

している情報を見つけ出すためのツールとして Web

検索エンジンがある．現在，Web 検索エンジンは，

Google[1]，Yahoo![2]，百度 [3]など，様々なものが広く

利用されている．これらの検索エンジンは，便利なツ

ールであり，多くのユーザがこれらの恩恵を受けてい

るが，ユーザの探している情報を『常にすぐ』見つけ

出してくれるわけではない．  

例えば，探している情報が検索結果のリンク先 Web

サイト中には存在せず，リンク先 Web サイトから更に

リンクされた先の Web サイトに存在する場合がある．

このような場合，ユーザは目的の情報を得るために２

つ，３つとリンクを辿っていかなければならない．例

えば，あるユーザが DEIM2010（第２回データ工学と

情報マネジメントに関するフォーラム）の論文投稿ス

ケジュールを知りたかったとする．そして，その論文

投稿スケジュールを調べるために，Google を利用して

検索クエリ［DEIM2010］で検索したとする（本稿では，

検索クエリを［ ］で括って記述することとする）．こ

の場合の論文投稿スケジュールを知るための最短の

Web サイトアクセスは，「検索結果画面」→「DEIM2010

の公式サイト」→［スケジュールの Web サイト］であ

り，２つのリンクを辿っていかなければならない．検

索結果によっては，３つ，４つ，５つと更にリンクを

辿っていかなければならない場合もあり得る．さらに，

Web サイトがこのような階層構造になっている場合，

探している情報がどこに存在するのかすぐにはわから

ず，目的の情報にたどり着くまでに多くの時間を費や

してしまったり，目的の情報を見つけることができな

いといったこともある．このような場合に，検索結果

のリンク先 Web サイトのリンク構造が検索結果画面



 

 

に表示され，数階層先の Web サイト情報を閲覧でき，

その数階層先の Web サイトに検索結果画面から直接

アクセスできると便利である．  

そこで我々は，検索結果のリンク先 Web サイト中に

存在するリンク情報を検索結果画面に木構造表示する

ことで，数階層先の Web サイト情報を閲覧でき，目的

とする Web サイト（情報）が数階層先に存在する場合

に，そこに到着するまでに複数のリンクを辿らずに，

検索結果画面から直接アクセスできるような Web 検

索システムを提案する．提案システムにおける情報検

索には既存の Web 検索エンジン（本研究では Google

を採用）を利用する．そして，その検索結果における

リンク先 Web サイト中のリンク情報を収集し，そのリ

ンク情報を既存の Web 検索エンジン（Google）の検索

結果に付加する．  

以下，2 章で，検索結果画面の構成について説明し，

3 章で，提案システムの概要，4 章で，評価実験と実験

結果，5 章で，考察を述べ，6 章でまとめる．  

 

2. 検索結果画面の構成検索結果画面の構成検索結果画面の構成検索結果画面の構成  

本稿で提案する Web 検索システムは，既存の Web

検索エンジンの検索結果にリンク情報を付加したもの

である．ここでは，既存の Web 検索エンジンにおける

検索結果画面の構造と，提案システムにおける検索結

果画面の構造について説明する．  

2.1. 既存の既存の既存の既存のWeb検索エンジンにおける検索エンジンにおける検索エンジンにおける検索エンジンにおける検索結果画検索結果画検索結果画検索結果画

面面面面  

図１は，現在世界で最も広く利用されている Web 検

索エンジンである Google で，［DEIM2010］という検索

クエリを用いて検索を行った検索結果画面の一部であ

る．検索結果画面には，デフォルトで１０件分の Web

サイト情報が表示される．検索結果１件分の Web サイ

ト情報は，一般的に，図１のようにタイトル，スニペ

ット，URL で構成される [4]．  

2.2. 提提提提案システムにおける案システムにおける案システムにおける案システムにおける検索結果画面検索結果画面検索結果画面検索結果画面  

 図２は，提案システムで，［DEIM2010］という検索

クエリを用いて検索を行った検索結果画面の一部であ

る．図１と比較してわかるように，検索結果画面のデ

ザインは少し異なるものの，検索結果の出力順位やタ

イトル，スニペット，URL といった文字情報は全く同

じである．図１と図２で大きく異なるところは，各タ

イトル部の左横にボタンが配置されていることである．

このボタンをクリックすると，対応する Web サイトの

リンク情報が１階層分木構造表示されるようになって

いる．例えば，図２の最上位のタイトル（DEIM 2010 - 

第 2 回データ工学と情報マネジメントに関するフォー

ラム）の左横ボタンをクリックした結果は図３のよう

になる．  

 

図１．Google における検索結果画面  

 

 

 

図２．提案システムにおける検索結果画面  

 

 

 

図３．提案システムにおける検索結果画面（リンク

情報の木構造表示の例）  

 



 

 

 

図４．提案システムにおける検索クエリ入力画面  

 

3. 提案システムの概要提案システムの概要提案システムの概要提案システムの概要  

本稿で提案する Web 検索システムの概要は次の通

りである．  

図４の検索クエリ入力画面（HTML で作成）の検索

ボックスに検索クエリを入力して，検索ボタンをクリ

ックすると，Google で Web 検索を行い，その検索結果

画面の情報（タイトル，スニペット，URL）を取得す

る．そして，各検索結果のタイトルの左横にボタンを

配置して提案システムの検索結果画面（HTML で作成）

として出力する．例えば，［DEIM2010］という検索ク

エリで検索を行った場合の提案システムにおける検索

結果画面は図２のようになる．この検索結果画面のタ

イトルの左横ボタンをクリックすると，Java サーブレ

ットが起動し，対応する Web サイトの URL を受け取

り，その Web サイトにアクセスして Web サイト内の

リンク情報を取得する．そして，そのリンク情報を図

３のように検索結果画面に木構造表示する．この検索

結果画面を動的に書き換える処理には Ajax を利用し

ている．  

提案システムにおいて，Web サーバには Apache 

HTTP Server を使用し， Java サーブレットを実行する

ためのサーブレットコンテナ（サーブレットエンジン）

には Apache Tomcat を使用した．これら Web サーバと

サーブレットコンテナを連携させて稼働している．  

 

4. 評価実験と実験結果評価実験と実験結果評価実験と実験結果評価実験と実験結果  

4.1. 評価実験評価実験評価実験評価実験  

提案した Web 検索システムを評価するため，提案シ

ステムと既存の Web 検索エンジンである Google とで

同じ検索意図，同じ検索クエリを用いて Web 検索を行

い，検索結果の比較を行った．実験で用いた検索意図

と，その検索意図を満たすと思われる検索クエリを，

それぞれ表１，表２に示す．  

表１．実験で用いた検索意図  

実験番号  検索意図  

１  
DEIM2010 の論文投稿スケジュールが

知りたい  

２  DEIM2009 の論文集を参照したい  

３  今日のニュースを知りたい  

 

表２．実験で用いた検索クエリ  

実験番号  検索クエリ  

１  ［DEIM2010］  

２  ［DEIM2009 論文集］  

３  ［Yahoo!ニュース］  

 

4.2. 実験結果実験結果実験結果実験結果  

4.2.1. 実験実験実験実験１１１１の結果の結果の結果の結果  

『DEIM2010 の論文投稿スケジュールが知りたい』

という検索意図のもと，Google を利用して，検索クエ

リ［DEIM2010］で検索を行った．その検索結果画面を

図１に示す．そして，図１の先頭でヒットした Web サ

イトのタイトル（DEIM 2010 - 第 2 回データ工学と情

報マネジメントに関するフォーラム）をクリックする

ことにより，図５で示す「DEIM2010 の公式 Web サイ

ト」へ遷移する．そして，その Web サイト内のスケジ

ュールというリンク（図５中の赤丸で囲んでいるとこ

ろ）をクリックすることにより，図６の「論文投稿ス

ケジュールの Web サイト」に遷移する．そして，この

Web サイトを参照することにより，DEIM2010 の論文

投稿スケジュールを知ることができる．この場合，検

索意図である『論文投稿スケジュールを知る』ために

必要な Web サイトアクセスは，「検索結果画面（図１）」

→「DEIM2010 の公式 Web サイト（図５）」→［論文

投稿スケジュールの Web サイト（図６）］であり，画

面遷移は３つである．  

次に，提案システムを用いて，『DEIM2010 の論文投

稿スケジュールが知りたい』という検索意図のもと，

検索クエリ［DEIM2010］で検索を行った．その検索結

果画面を図２に示す．図２の検索結果画面の先頭でヒ

ットした Web サイトのタイトル（DEIM 2010 - 第 2 回

データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム）

の左横に配置されたボタンをクリックしたときの検索

結果画面を図７に示す．図７は，「DEIM 2010 - 第 2

回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム

の Web サイト」のリンク情報を木構造表示したもので

ある．このリンク情報のスケジュールという項目（図

７中の赤丸で囲んでいるところ）をクリックすること

により，図５の DEIM2010 の公式 Web サイトを経由せ  



 

 

 

図５．DEIM2010 の公式 Web サイト  

 

 

 

図６．DEIM2010 の論文投稿スケジュールの  

Web サイト  

 

 

 

図７．提案システムにおける検索結果画（DEIM2010

公式 Web サイト中のリンク情報木構造表示）  

ずに，図６の「DEIM2010 の論文投稿スケジュールの

Web サイト」を直接表示させることができる．このと

きの画面遷移は２つである．  

4.2.2. 実験２実験２実験２実験２の結果の結果の結果の結果  

『DEIM2009 の論文集を参照したい』という検索意図

のもと，Google を利用して検索クエリ［DEIM2009 論

文集］で検索を行った．その検索結果画面を図８に示

す．この検索結果画面から DEIM2009 の論文集の Web

サイト（検索意図を満たす Web サイト）にアクセスす

るために必要な Web サイトアクセスは，「検索結果画

面（図８）」→「図９の Web サイト」→［図１０の Web

サイト］→「図１１の Web サイト」→「図１２の Web

サイト」であり（各図中の赤丸で囲んでいるリンクを

クリックすることにより遷移していく），検索意図を満

たす図１２の Web サイト（この Web サイトに，すべ

ての発表論文へのリンクが張られている）に到達する

までに費やした画面遷移は５つである．  

次に，提案システムを用いて，『DEIM2009 の論文集

を参照したい』という検索意図のもと，検索クエリ

［DEIM2009 論文集］で検索を行った．その検索結果

画面を図１３に示す．図１３の検索結果画面の先頭で

ヒットした Web サイトのタイトル「DEIM 2009 - 第 1

回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム」

の左横に配置されたボタンを押し，さらに「論文集」，

「■■DEIM フォーラム 2009 論文集■■」，「プログラ

ム（目次）」というタイトルの左横ボタンをクリックし

た結果を図１４に示す．これは，４階層分のリンク情

報を木構造表示したものである．この検索結果画面の

「プログラム（目次）」というリンクをクリックするこ

とにより，図１２の Web サイト（検索意図を満たす

Web サイト）に直接アクセスすることができる．この

ときの画面遷移は２つである．  

 

 

図８．Google における実験２の検索結果画面  

 



 

 

 

図９．DEIM2009 の公式 Web サイト  

 

 

 

図１０．DEIM2009 論文集のリンクがある Web サイト  

 

 

 

図１１．DEIM2009 論文集の Web サイト  

 

 

図１２．DEIM2009 プログラムの Web サイト  

 

 

 

図１３．提案システムにおける実験２の検索結果画面  

 

 

 

図１４．提案システムにおける実験２の検索結果画面

（４階層分のリンク情報木構造表示）  

 



 

 

 

図１５．提案システムにおける実験３の検索結果画面  

 

 

 

図１６．図１５の画面をスクロールダウンした画面  

 

 

 

図１７．Yahoo!ニュースの公式 Web サイト   

 

 

4.2.3. 実験３の結果実験３の結果実験３の結果実験３の結果  

提案システムを用いて，『今日のニュースを知りた

い』という検索意図のもと，検索クエリ［Yahoo!ニュ

ース］で検索を行った．その検索結果画面を図１５に

示す（この図は先頭でヒットしたタイトルの左横ボタ

ンをクリックした後の図である）．この検索結果画面を

スクロールダウンしていった結果，１９７個のリンク

が存在した．図１５の検索結果画面を少しスクロール

ダウンしたあとの画面を図１６に示す．図１６で，は

じめて検索意図を満たすニュースが出現する．  

図１５の先頭のタイトル（Yahoo!ニュース  - 新聞・

通信社などが配信する時事情報のヘッドライン ...）を

クリックした結果の画面を図１７に示す．図１７は，

Yahoo!ニュースの公式 Web サイトである．この図１７

のリンク情報をすべてピックアップして木構造表示し

たものの一部が図１５，図１６である．  

 

5. 考察考察考察考察  

実験１において，検索意図を満たす Web サイトに到

達するまでに費やした画面遷移は，Google を利用した

ときが３で，提案システムを利用したときが２である．

実験２においては，Google を利用したときが５で，提

案システムを利用したときが２である．このように，

提案システムでは，必要な情報がリンク構造的に何階

層先に存在しても，画面遷移２つ（「検索結果画面」→

「必要な情報が存在する Web サイト」）で，その必要

な情報を表示させることができる．したがって，必要

な情報が存在する Web サイトが，Google の検索結果画

面に表示される Web サイトからリンク構造的に深け

れば深いほど，提案システムにより，アクセス工数を

より減らすことができる．  

提案システムが提供する，このリンク情報の木構造

表示機能は，過去に検索エンジンを利用して，その検

索結果画面から数階層先の Web サイトにアクセスし

たことがある場合で，再度，その Web サイトにアクセ

スしたい場合などに有用であると考えられる．例えば，

「DEIM2010 の公式 Web サイト（図５）」に既にアク

セスしたことがあり，「DEIM2010 の公式 Web サイト」

を見る必要はなく，論文投稿スケジュールのみをチェ

ックしたいような場合に，わざわざ公式 Web サイトを

経由せずに「論文投稿スケジュールの Web サイト（図

６）」にアクセスできるという便利さがある．  

 実験３は，提案システムが有用に機能しない場合の

一例である．Yahoo!ニュースなどのようにリンク数が

非常に多い Web サイトで，提案システムを用いて木構

造表示させた場合，多数のリンクが無機的に一列に列

挙されるため，必要な情報を探しにくくなる．このよ

うな Web サイトでは，リンク情報を木構造表示させる



 

 

よりも，直にその Web サイトへアクセスしたほうが，

視覚的に見やすくリンクが配置されている場合が多い

ため，必要な情報を探しやすい．  

 

6. まとめまとめまとめまとめ  

本研究では，Web 検索結果のリンク先 Web サイト中

に存在するリンク情報を検索結果画面に木構造表示す

る Web 検索システムを提案した．提案システムにより，

ユーザが探している情報が検索結果のリンク先 Web

サイト中には存在せず，リンク先 Web サイトから更に

リンクされた先の Web サイト中に存在する場合など

に，その Web サイトに直接アクセスできるようになっ

た．  

現在，提案システムは，木構造表示時に表示される

文字（リンクタイトル）に，各 Web サイト内の<a href>

と</a>の間の文字を使用している．そのため，この部

分の文字がリンク先 Web サイトの情報を適切に表現

していない場合には，木構造表示させた場合にもリン

ク先 Web サイトを適切に表現できない．また，バナー

や画像をリンクに使用している場合は木構造表示する

ことができない．また，リンク数が膨大な場合などに，

木構造表示させるための時間が少し長くなることがあ

る．したがって，リンクタイトル抽出アルゴリズムの

考案や，木構造表示時間の短縮などが今後の課題であ

る．  
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