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Web ページのリンク自動生成方式の提案と評価 

武吉 朋也†   服部 元†   小野 智弘†   滝嶋 康弘† 

†株式会社 KDDI 研究所 〒356-8502 埼玉県ふじみ野市大原 2-1-15 

E-mail:  †{to-takeyoshi, gen, ono, takisima}@kddilabs.jp 

あらまし  近年，ブログの登場により，一般ユーザであっても Web ページの作成と公開が容易になった．Web ペ

ージの作成者は，キーワードの解説や過去に作成したページの参照等，様々な目的で他のページへのリンクを作成

することが多いが，リンクの作成には煩雑な作業を要する．そこで本稿では，作成者がページ本文を入力すると，

リンクを作成すべきテキストの範囲と適切なリンク先ページを推定し，自動でリンクを生成する方式を提案する．

既存の Web ページに提案方式を適用し，有効性を確認する実験を行った結果，実際のアンカーテキストの長短に関

わらず，提案方式が有効に作用する見通しを得た． 
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A Study on Automatic Hyperlink Generation System 
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Abstract  Recently, according to the appearance of the Weblog, the number of Web creators who do not have HTML 

expertise has increased. When writing Web Pages, they often create hyperlinks but it is one of the most troublesome works. In 

this paper, we propose an automatic hyperlink generation system which automatically finds appropriate anchor texts and link 

pages when the creator is writing a main text of the Web Page. We confirm the effectiveness of the proposed system through 

the experiments.  
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1. はじめに  
ブログの登場により，HTML タグ等の記述上の専門

知識をもたない一般ユーザであっても，Web ページの

作成と公開が容易になった．Web ページの作成者は内

容の充実と記述量の削減のため，他の Web ページへの

リンクを，キーワードの解説や過去記事の参照等，様々

な目的で作成することが多い．しかしながら，リンク

の作成には，リンクを作成する目的に沿う Web ページ

を検索し，さらに作成中ページでのアンカーテキスト

の設定や URL の転記といった煩雑な作業を伴う．  

そこで本稿では，上記のようなリンク作成の負担を

軽減することを目的とし，ページ本文が入力されると，

本文中からリンクを作成すべきテキストの範囲を推定

し，さらにその範囲での適切なリンク先ページを推定

するリンク自動生成方式を提案する．さらに本稿では，

提案方式を実装し，その有効性を評価した結果につい

ても述べる．  

以降，2.章では想定するリンク自動生成システムの

概要と，実現に向けて解決すべき課題，および課題を

解決するアプローチについて述べる．次に，3.章では

提案方式の詳細について述べ，4.章では提案方式の有

効性を評価する実験とその結果について述べる．5.章

では，リンク自動生成に関連する既存研究について説

明し，最後に 6.章では本稿の結論と，今後の課題につ

いて述べる．  

 

2. リンク自動生成システム  
本章では，筆者らが想定するリンク自動生成システ

ムの概要と，実現に向けての課題とアプローチについ

て述べる．  

2.1. システム概要  
リンク自動生成システム (以降，単にシステムとも呼

ぶ )の入出力，および処理概要を図  1 に示す．ページ

作成者は，まず自身が公開したい内容のページ本文を，

システムが提供するインタフェース上で入力する．シ

ステムは入力されたページ本文中から，リンクを作成

すべきテキストの範囲を抽出する．さらにその範囲で

リンク先ページとなりうる候補ページを，検索 API を

利用し，Web から取得する．最後に，適切なリンク先

ページを選択し，ページ本文中のリンクを作成すべき



 

 

範囲にリンク先ページへのリンクを設定し，出力する．

これにより，ページ作成者はリンク作成に係る煩雑な

作業を行うことが無くなり，自身が作成するページの

内容について，より注力できるようになる．  
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図  1 リンク自動生成システムの概要  

 

2.2. 課題とアプローチ 
リンク自動生成システムを実現するための解決す

べき課題として，(ア )リンクを作成すべきテキスト (以

降，アンカーテキスト )の推定と，(イ )リンク先ページ

の推定があげられる．適切なアンカーテキストと，そ

の範囲でリンクを作成する目的，さらにこの目的に沿

う適切なリンク先ページが揃うことで，適切なリンク

が作成される。このため，課題 (ア )と (イ )を個別に解決

することは困難である．そこで本稿では，以下のアプ

ローチにより，これらの課題を解決する．  

(Step1)ページ本文中に出現する単語のアンカーテキ

ストへの含まれやすさに着目し，アンカーテキストを

探す際の基点となる単語を抽出する．   

(Step2)リンクを作成する目的 (以降，リンク目的と呼

ぶ．詳細は 3.2 節で述べる )に応じて，アンカーテキス

トの長さが異なる点に着目し，リンク目的ごとに異な

る長さのアンカーテキスト候補を生成する．  

(Step3)アンカーテキスト候補とリンク目的の組み合

わせに対して，適切なリンク先ページが求まる点に着

目し，リンク先候補ページの適切さを求め，これを用

いてアンカーテキストとリンク先を推定する．  

以上の 3 つの Step に対応する方式を提案し，リンク

自動生成を実現する．3 つの Step と，これらの入出力

を表す処理フローを図  2 に示す．まず，基点単語抽出

方式 (Step1)で課題 (ア )を解決する手掛かりとなる単語

(以降，基点単語とも呼ぶ )を，入力されたページ本文

中から抽出する．次に，Step1 で抽出した単語を基点

に，アンカーテキスト候補生成方式 (Step2)では，課題

(ア )を解決した結果となりうる候補をリンク目的に応

じて複数生成する．そして，Step2 で求めたリンク目

的とアンカーテキスト候補の組み合わせの中から，ア

ンカーテキスト・リンク先同時推定方式 (Step3)でアン

カーテキストとリンク先ページを求め，課題 (ア )と (イ )

を解決する．なお，Step2 と Step3 は，Step1 で抽出し

た各基点単語に適用する．3.章では，これらの方式に

ついて具体的な処理を述べる．  
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図  2 提案方式の処理フロー  

 

3. 提案方式  
本章では，リンク自動生成に必要な 3 つの方式につ

いて，具体的な処理手順について述べる．  

3.1. 基点単語抽出方式 (Step1) 
以降では，アンカーテキストへの統計的な含まれや

すさを各単語について定量化した値を，単語スコアと

呼ぶ．基点単語抽出方式では，下記処理ステップによ

り，入力されたページ本文から基点単語を抽出する．  

Step1-1 : 入力されたページ本文に形態素解析を適

用し，単語に分割する．  

Step1-2 : 単語スコアが高い n個の名詞を基点単語と

して抽出する．  

単語スコアは，各単語が過去にアンカーテキストに

含まれた頻度を基準とし，予め算出する．図  3 に単語

スコア算出までの流れを示す．まず，リンクを含むペ

ージを Web から収集し，ある単語が出現するページ数

(以降，DF)と，アンカーテキスト中に出現するページ

数 (以降，アンカーDF)を集計する．ただし，字面が同

じでも品詞が異なれば，異なる単語として集計する．

ここで，アンカーDF が高い単語は，頻繁にアンカーテ

キストに出現する単語であると言える．ただし，アン

カーDF が低い場合でも DF が低い単語であれば，その

単語が出現する際には，アンカーテキストに含まれや

すいと考えられる．そこで，式 (1)により単語スコアを

算出する．以降，各単語と単語スコアの対応表を単語

DB と呼ぶ．  

DF

DFアンカー
単語スコア     (1) 
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図  3 単語スコアの算出  

 

3.2. アンカーテキスト候補生成方式 (Step2) 
まず，本稿で取り扱うリンク目的を決定するため，

CNET Japan ブログ 1記事中のリンク 110 個を調査した．

表  1 に示す 4 種類のリンク目的を人手により付与した

結果，92％を網羅できたため，本稿ではこれら 4 種類

のリンク目的を用いる．また，以降では名詞，または

動詞のみを単語とみなし，さらに連続する名詞は１つ

の名詞とみなす．アンカーテキスト候補生成方式では，

下記処理ステップでリンク目的とアンカーテキスト候

補の組み合わせを各基点単語について生成する．  

Step2-1 : ある基点単語  w をアンカーテキスト候補

に加える．ただし，w の前後に名詞が連続する場合

には，これらも含めた範囲を w とみなし，このステ

ップでアンカーテキスト候補に加える．  

Step2-2 : w への追加単語数を s とし， (s+1)個の単語

からなるテキスト上の範囲で，t 番目の単語が w であ

る範囲をアンカーテキスト候補に加える．  

Step2-3 : Step2-2 の処理を 1 以上 (s+1)以下の tについ

て行う．  

Step2-4 : Step2-3 の処理を 1 以上 r 以下の s について

行う．なお，r とはリンク目的ごとに定められた，基

点単語への追加単語数の上限値である．  

Step2-5 : Step2-1 から Step2-4 の手順を，想定するリ

ンク目的に応じて r を変更して実施し，リンク目的

ごとに複数のアンカーテキスト候補を生成する．  

リンク目的に応じて追加できる単語数の制限 r につ

いては，リンク目的が付与されたアンカーテキスト集

合を用いて決定する．本稿では，アンカーテキストを

構成する単語数についてリンク目的ごとに平均値と標

準偏差を求める．そして，平均よりも長いアンカーテ

キストも候補に含めるよう，式 (2)により rを決定する．

なお， r は基点単語に追加できる単語数の上限である

ため，式 (2)では基点単語分を減じている．  
 

12  標準偏差平均値r    (2) 

                                                                 
1 http://japan.cnet.com/blog/ 

表  1 リンク目的と概要  

リンク目的  概要  
back number アンカーテキスト内の語句に関連す

る，作成者自身が過去に作成したペー

ジの参照  
keyword アンカーテキスト内の語句の意味や

意義を解説するページの参照  
official アンカーテキスト内の語句に関連す

る企業やイベント等の公式サイトの

参照  
partial アンカーテキスト内，およびその周辺

の語句に関連する事実・詳細を記載す

るページの参照  

 

3.3. アンカーテキス ト ・ リ ン ク先 同 時 推 定 方 式

(Step3) 
アンカーテキスト候補とリンク目的の組み合わせ

で得られるリンク先候補ページについて，その適切さ

(以降，リンク先評価値 )を求める 2 種類のモデルを導

入する．なお，モデルについては筆者らが [1]で提案，

評価したモデルを用いる．ここでは，まずリンク目的

を推定するために，リンク目的に共通の標準モデルを

用いてリンク先評価値を求める．次に，アンカーテキ

ストとリンク先ページを推定するために，リンク目的

に特化した個別モデルを用いてリンク先評価値を求め

る．アンカーテキスト・リンク先同時推定方式では，

下記処理ステップでアンカーテキストとリンク先候補

を推定する．  

Step3-1 : リンク目的とアンカーテキスト候補の各

組について，リンク目的に応じた検索を実行する．検

索結果上位 k 件を取得し，リンク先候補とする．この

時，検索 API に入力するクエリを表  2 に示す．表の「重

要語」は TF-IDF 値の高い名詞，または動詞であり，

オプションの「AND 検索」は全ての検索語を含むペー

ジ，「OR 検索」はいずれかの検索語を含むページの検

索を行う．また，「サイト指定」は特定のサイトに限定

した検索を行う．なお，本稿では Yahoo! Japan のウェ

ブ検索 API[2]を利用し，リンク先候補を取得する．  

Step3-2 : 取得したリンク先候補それぞれについて，

リンク先評価値を算出する．ここでは，リンク目的に

共通な標準モデルを用いる．  

Step3-3 : Step3-2 で算出したリンク先評価値を，リン

ク目的ごとに集計し，集計結果の値が最も高いリンク

目的を採用する．  

Step3-4 : Step3-3 で採用されたリンク目的とアンカ

ーテキスト候補の各組について，対応するリンク先候

補のリンク先評価値を再度算出する．ただし，ここで

はリンク目的に特化した個別モデルを用いる．  

Step3-5 : Step3-4 で算出したリンク先評価値をアン

カーテキスト候補ごとに集計し，集計結果の値が最も



 

 

高いアンカーテキスト候補を採用する．また，このア

ンカーテキスト候補に対するリンク先候補の中から，

リンク先評価値が最も高いページをリンク先として採

用する．  

Step3-6 : Step3-5 で採用されたアンカーテキストに

ついて，対応するリンク先ページへのリンクを，入力

されたページ中に設定する．  

表  2 リンク目的別のクエリ生成方法  

リンク目的  検索語  オプション

back number ア ン カ ー テ キ ス ト を 含

む文の重要語 m 語  
AND 検索  
サイト指定

keyword (1)アンカーテキスト  
(2) ア ン カ ー テ キ ス ト +
「とは」  

OR 検索  

official アンカーテキスト   
partial ア ン カ ー テ キ ス ト を 含

む文の重要語 m 語  
AND 検索  

・ 「重要語」は TF-IDF 値が高い名詞，または動詞  
・ 「AND 検索」は全ての検索語を含むページの検索  
・ 「OR 検索」はいずれかの検索語を含むページの検索  
・ 「サイト指定」は特定のサイトに限定した検索  

 

4. 評価実験  
本章では，提案方式の有効性を評価する．まず，評

価方針について説明する．次に，実験実施にあたって

の準備とパラメータ設定について説明する．最後に，

評価結果と考察を述べる．  

4.1. 評価方針  
本稿では，まず課題 (ア )を解決する為に重要な Step1

について，抽出された基点単語が実際のアンカーテキ

ストに含まれていた割合を評価した (評価 1)．次に，リ

ンク自動生成システムが解決すべき課題 (ア )のアンカ

ーテキスト推定について，Step3 のアンカーテキスト

推定結果と実際のアンカーテキストが一致する割合を

評価した (評価 2)．同様に，解決すべき課題 (イ )のリン

ク先推定について，Step3 のリンク先推定結果と実際

のリンク先が一致する割合を評価した (評価 3)．なお，

CNET Japan ブログから，本文中にリンクを 5 個含む

ページを 79 件収集し，評価用ページとした．以降，3

つの評価について比較方式，および実施手順について

説明する．  

基点単語抽出精度の評価 (評価 1) 

評価 1 では，比較方式はアンカーDF が高い単語を基

点単語として抽出する方式とした． 実施手順としては，

まず，各評価用ページから，提案方式，比較方式とも

に基点単語を 10 個ずつ抽出した．ただし，基点単語

10 個の中に，同じ単語が複数回含まれないものとした．

そして，抽出した基点単語が実際のアンカーテキスト

(以降，正解アンカーテキスト )に含まれていた割合を

正答率として算出した．  

 

アンカーテキスト推定精度の評価 (評価 2) 

評価 1 で正解アンカーテキストに含まれると判定さ

れた基点単語についてのみ，評価 2 での対象データと

した．評価 2 では，評価 1 の比較方式で抽出された基

点単語と同一文内で，基点単語前方でアンカーDF が 0

より大きく，かつ最も高い単語から，後方でアンカー

DF が 0 より大きく，かつ最も高い単語までをアンカー

テキスト推定結果とする方式を比較方式とした．実施

手順としては，提案方式，比較方式ともに，評価 1 で

正解アンカーテキストに含まれていた基点単語それぞ

れについて，アンカーテキスト推定結果を出力し，そ

の推定結果が正解アンカーテキストと一致した割合を

正答率として算出した．ここでは，完全一致率，部分

適合率と部分再現率の 3 種類を正答率として算出した．

まず，完全一致率はアンカーテキスト推定結果と正解

アンカーテキストを文字単位で比較し，完全に一致し

た推定結果数をアンカーテキスト推定数で割った値で

ある．次に，アンカーテキスト推定結果と正解アンカ

ーテキスト間で一致した文字数を，アンカーテキスト

推定結果の文字数で割った値を算出し，この値の推定

結果全体での平均値を部分適合率とした．また，アン

カーテキスト推定結果と正解アンカーテキスト間で一

致した文字数を正解アンカーテキストの文字数で割っ

た値を算出し，この値の推定結果全体での平均値を部

分再現率とした．  

 

リンク先推定精度の評価 (評価 3) 

評価 3 では，評価 2 の比較方式で推定したアンカー

テキストを用いて単純検索を実施し，得られた検索結

果上位 20 件をリンク先推定結果とする方式を比較方

式とした．なお，ここで単純検索は，アンカーテキス

ト中の重要語 3 語を検索語とする検索とした．実施手

順としては，まず提案方式，比較方式ともにアンカー

テキスト推定結果に対応するリンク先候補上位 20 件

を順位とともに出力した．なお，提案方式のリンク先

候補の順位については，個別モデルで算出したリンク

先評価値の大きさの順とした．次に， 10 位以内， 20

位以内に実際のリンク先 (以降，正解リンク先 )を含ん

でいた件数をそれぞれ集計し，評価用ページ数で割っ

た値を正答率として算出した．  

 

4.2. 実験準備  
本節では，評価実験の実施にあたり必要な準備につ

いて述べる．まず，Step1 で基点単語を抽出する際に

必要となる単語 DB の構築について説明する．次に，

Step2 で必要となるリンク目的ごとの追加単語数の制

限を含めた，各種パラメータの設定について説明する． 



 

 

4.2.1. 単語 DB の構築  
本節では，単語 DB の構築に用いるデータの収集に

ついて述べる．今回は CNET Japan ブログを対象とし，

本文中に他のページへのリンクを含むページ 14938 件

を収集した．これらから，図  3 に示す単語 DB を構築

した．なお，評価用ページは単語 DB の構築には用い

ていない．日本語形態素解析には MeCab[3]を利用した． 

 

4.2.2. パラメータ設定  
本節では，実験時に必要なパラメータ値について説

明する．まず，Step2 における基点単語への追加単語

制限数 r は，[1]で標準モデルと個別モデルの構築のた

めに収集した，リンク目的が付与されたアンカーテキ

ストを調査し，設定した．式 (2)で算出した追加単語制

限数 r を表  3 に示す．ただし，追加単語制限数は小数

点第一位を四捨五入し，整数値とした．  

また，その他のパラメータとして，Step3 における

リンク目的別クエリ生成時に利用する重要語数 m は 3

とし，その結果取得する検索結果 k は 20 とした．  

表  3 リンク目的ごとの追加単語制限数  

リンク目的  平均値  標準偏差  
追加単語  
制限数 r 

back number 5.06 2.82 10 
keyword 1.14 0.35 1 
official 2.06 1.29 4 
partial 5.36 2.61 10 

 

4.3. 結果と考察  
本節では，評価 1 から評価 3 について，それぞれ実

験結果と考察について述べる．  

基点単語抽出精度の評価 (評価 1) 

基点単語の抽出結果について，正答率を表  4 に示す．

なお，括弧内の数値は正解アンカーテキストに含まれ

ていた基点単語数と，評価時に基点単語として抽出さ

れた単語数を表す．  

表  4 基点単語抽出の正答率  

方式  正答率  
提案方式  0.432 (341/789) 

比較方式  0.204 (161/790) 

表の正答率より，提案方式が比較方式よりも正解ア

ンカーテキストに含まれる単語を多く抽出した．この

ことから，アンカーテキストに含まれた回数を用いる

よりも，過去に出現したページ数に対するアンカーテ

キストに含まれた割合を用いる方が有効であることが

確認できる．また，抽出された基点単語を確認したと

ころ，比較方式では「記事」や「発表」，「ページ」等，

「こちらの記事」のような言い換えのアンカーテキス

トに用いる抽象的な単語が抽出される傾向が見られた．

一方，提案方式では「デル」や「Twitter」，人名といっ

た，具体的な固有名詞が抽出される傾向が見られた．  

 

アンカーテキスト推定精度の評価 (評価 2) 

評価 1 で正解アンカーテキストに含まれていた基点

単語ごとに，アンカーテキスト推定まで行った結果に

ついて，正答率を表  5 に示す．  

表  5 アンカーテキスト推定結果の正答率  

方式  完全一致率 部分適合率  部分再現率

提案方式 0.200 0.607 0.843 

比較方式 0.188 0.713 0.622 

表より，基点単語の抽出が成功した場合，提案方式

が比較方式よりも完全一致率が高い．比較方式では，

「こちらの記事」や「こちら」，「CNET の製品記事」

といった正解アンカーテキストについて，推定結果が

完全一致した．これに対し，提案方式では，「マグスル」

や「NDA」，「情報セキュリティ標語」といったアンカ

ーテキスト，特にリンク目的が keyword や official とい

った場合に使われる短い正解アンカーテキストと推定

結果が完全一致した．部分適合率については，提案方

式が比較方式を下回ることから，提案方式は比較方式

よりもアンカーテキスト推定結果に余分な単語を含む

傾向にあることが確認できた．一方，部分再現率につ

いては提案方式が比較方式を上回ることから，正解ア

ンカーテキストが長い場合には，比較方式よりも提案

方式が正解アンカーテキスト中の単語を多く含む傾向

にあることが確認できた．  

完全一致率と部分再現率の結果から，正解アンカー

テキストの長短によらず，提案方式が有効に作用する

と言える．また，部分適合率の結果から，提案方式で

は追加単語制限数を今回の設定よりも少なくする必要

があると言える．  

 

リンク先推定精度の評価 (評価 3) 

リンク先推定結果の正答率を表  6 に示す．  

表  6 リンク先推定結果の正答率  

方式  10 位以内  20 位以内  
提案方式  0.03 

(2/79) 
0.06 

(5/79) 
比較方式  0.0 

(0/79) 
0.0 

(0/79) 

表より，提案方式，比較方式ともに正答率が低い結

果となった．この評価では，ページ作成者が設定した

リンク先以外を許容しない厳しい基準での評価であっ

たため，今後は条件を緩和し，リンク先推定結果の妥

当性を確認するための主観的な評価を実施する必要が

ある．  

 

5. 関連研究  
本章では，リンク自動生成に関連する既存サービス，

および既存研究について説明する．まず，テキストに



 

 

自動でリンクを付与する代表的なサービスとして，は

てなダイアリー等で利用可能なキーワードリンク [3]

が挙げられる．これは，特定のキーワードに対して，

その解説が掲載されているページへのリンクを自動的

に生成するサービスである．このサービスでは，キー

ワード解説のリンク目的のみに対応しており，他のリ

ンク目的には適用できない問題がある．  

また，Zhou らはあるページ集合内で，類似するトピ

ックを扱うページ間に自動でリンクを作成する方式を

提案している [5][6]．この方式では，まず単語や文，段

落といったページ内の特徴と，他のページ内の特徴と

の間に，統計的言語モデルで重みを定量化する．そし

て，特徴間の重みを用いて各特徴のアンカーテキスト

らしさ，リンク先らしさを定量化する．これらの値が

大きな組み合わせを選択することで，リンク自動生成

を実現する．しかしながら，この方式は，予め定めら

れたページ集合内でアンカーテキストとリンク先を求

める方式であり，我々が課題として設定した，ページ

本文のみが与えられた場合でのリンク自動生成は不可

能である．  

 

6. まとめ  
本稿では，ページ作成者のリンク作成の作業負荷を

軽減することを目的とし，リンク自動生成方式を提案

した．提案方式では，3 つの方式によりリンク自動生

成を実現する．まず，ページ中に出現する単語のアン

カーテキストへの含まれやすさに着目し，アンカーテ

キストを探す際の基点となる単語の抽出方式を提案し

た．次に，リンクを作成する目的に応じてアンカーテ

キストの長さが異なる点に着目し，リンク目的ごとに

異なる長さのアンカーテキスト候補を生成する方式を

提案した．さらに，アンカーテキスト候補とリンク目

的に応じてリンク先が決定される点に着目し，リンク

先候補ページの適切さを求め，これを用いてアンカー

テキストとリンク先を推定する方式を提案した．提案

方式の有効性を評価する実験においては，過去にアン

カーテキストに含まれた回数を基準に基点単語を抽出

し，さらにアンカーテキスト推定とリンク先推定を行

う方式と比較を行った．その結果，提案方式は比較方

式よりも高い精度を示すことを確認し，アンカーテキ

スト推定については，提案方式が有効に作用する見通

しを得た．  

今後の課題としては，基点単語抽出方式の改善が挙

げられる．提案方式では，単語 DB に格納されている

単語しか基点単語として抽出されないため，新規の単

語に対応する必要がある．また，提案方式と比較方式

で十分な精度を得られなかったリンク先推定について，

推定結果の妥当性を確認するための主観的な評価を実

施する予定である．  
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