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あらまし  近年，ブログなどの UGM の普及により，それらを対象としたクローリングシステムが必要とされる

ようになった．クローリングのアプローチは，ページの収集と分析を別フェーズで行う収集分析分離型と，同時並

行で行う収集分析一体型とに分類することができると考えられる．我々は，用途を特化したクローリングに適した

後者のアプローチのサポートを目的としてカスタマイズ可能な収集分析一体型のクローリングシステムの開発を行

っている．本論文では，ブログデータとブログデータの構造分析に特化した収集分析一体型クローリングシステム

について報告を行う． 

このシステムの特徴は，分析部を"ドライバ"として入れ替えることでカスタマイズを可能にしている事と，ユー

ザ支援のためのドライバ生成支援ツールを有していることである．ドライバ生成支援ツールのユーザは，分析対象

のブログ記事に対して「記事タイトル」，「記事本文」などのラベル付けをマウス操作によって対話的に行うだけで，

ラベル付けされた要素を抽出するためのプログラムを生成する事ができ，これによりドライバ生成を半自動的に行

うことが可能である．また，ブログ記事の構成要素を認識する機能がツールに組み込まれているので，ラベル付け

の対象を絞り込むことができ，対話的作業の効率化を図ることができる． 
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1. はじめに  

近年，ブログなどの User Generated Media (以下，

UGM)の普及により，それらを対象としたクローリン

グシステムの必要性が高まってきた [1][2]．クローリン

グのアプローチは，ページの収集と分析を別で行う収

集分析分離型と，収集と分析を同時に行う収集分析一

体型とに分けられると考えられる．しかし，クローリ

ンシステムのほとんどは前者であり，その場合，個人

単位や研究室単位での使用には向いていない．そこで，

我々の研究室では，用途を特化したクローリングに適

した後者のアプローチをサポートしたクローリングシ

ステムの開発を行っている．また，本報告では，分析

対象をブログとした収集分析一体型ブログクローリン

グシステム [3]の報告を行う．  

本システムの特徴はクローリングの開始点や探索

方法などをユーザが設定できるようにしている事と，

分析部を“ドライバ”として，適宜追加できるように

することで，ユーザによるカスタマイズを容易にして

いること，さらに，ユーザによるドライバの生成を支

援するドライバ生成支援ツールを有することである．  



 

 

ここで，ドライバ生成支援ツールの特徴は，ユーザ

がドライバを生成したいブログ記事に，記事タイトル，

記事本文などのアノテーションを付与することにより，

ページのソースを見る事なく，半自動的にドライバを

生成できる事である．また，ページ中のアノテーショ

ン候補の要素を判別する機能も有しており，アノテー

ション付与対象を絞り込むことが可能である．これに

より，ユーザの作業の効率化を図ることが可能である．

なお，本節の一部は文献 [3][4]にて報告済みである．  

 

1.1. システムの概要  

 

図  1 収集分析一体型ブログクローリングシステム

概要図  

 

図  2 ドライバ生成支援ツールの概要図．ユーザの

アクティビティを左に，システムのアクティビティを

右に示している．   

 

収集分析一体型ブログクローリングシステムにつ

いての概要図を図  1 に示す．本システムはクローリン

グの際は概ね次のような動きをする．まず，システム

はユーザにより作成されたクローリング仕様ファイル

の取得し，クローリングを開始する．このクローリン

グ仕様ファイルを基にシステムは記事のコメント，ト

ラックバックデータ，及び記事中の URL を利用して連

続的な検索，及びクローリングを行う．このようにす

ることで，システムに汎用性を持たせている．クロー

リングの際は分析対象のブログサイト専用のドライバ

の呼び出だし，分析を行う．このドライバには各ブロ

グサイトの記事の分析方法が記述されている．ドライ

バが，どのブログサイトのドライバにも当てはまらな

い場合は，RSS を利用したより汎用的なドライバを呼

び出し，それにも当てはまらない場合は，分析処理を

おこなわないドライバを呼び出す．そして，収集され

たデータはデータベース，もしくはテキストとしてフ

ァイルに保存される．また，収集されたデータは本シ

ステムに組み込まれている閲覧用 Web アプリケーシ

ョンを利用することで参照することができる．   

上で述べたドライバであるが，手動で作成した際の

ユーザへの負担は多大なものとなる．そこで，我々は

ドライバの生成を支援するツールの開発を行っている．

ツールの概要図を図  2 のアクティビティ図に示す [6]．

なお，この図はモデリングツール astah community を使

用して描かれたものである [5]．  

本ツールの動作の流れは次のようになる．まず，ユ

ーザの指定したドライバ作成対象のブログ記事の

URL から HTML データを取得し，その DOM ツリーを

生成する．その必要な要素に通し番号を付ける．さら

に，ページ中のアノテーション候補要素の判別を行い，

それらにブログ記事に対するアノテーションを可能と

するための JavaScript で記述されたスクリプトを付加

する．それ以外の要素には，要素をアノテーション候

補にするためのスクリプトを付加する．このスクリプ

トを付加することで，アノテーションが必要な要素が

アノテーション候補に判別されなかった際の問題に対

処している．スクリプトを付加し終えると，システム

はスクリプトが付加されたブログ記事をユーザに表示

し，ユーザはその記事の構成要素に記事タイトル，記

事本文などのアノテーションを付与する．付与された

アノテーションの情報を基にシステムは，アノテーシ

ョンが付与された要素の抽出ルールを生成し，さらに，

その抽出ルールを利用して，ドライバを生成する．  

 

1.2. 関連研究  

ブログクローリングについての関連研究であるが，

文献 [7]のシステムではブログの発見，及び収集の基本

機能のみを持っており，広範な収集が可能である．そ



 

 

れに対し本報告でのクローリングツールは，同様の基

本機能に加えコメント，トラックバックを用いた連鎖

的なクローリングが可能である．さらに，収集と分析

を同時並行で行うことで，クローリングシステムのカ

スタマイズを行っている．  

ブ ロ グ の 分 析 部 作 成 の 関 連 研 究 と し て ， 文 献

[8][9][10]にある通り，様々な自動的，あるいは半自動

の抽出手法の研究がなされている．抽出候補の検出に

ついては，文献 [11]にあるような自動抽出手法も知ら

れているが，一方で文献 [8]で指摘されているように抽

出された項目に対しての意味づけの自動化は難しい事

が知られている．  

そこで，本報告では，候補抽出は可能な限り自動的

に行う事を念頭に置いているが，ラベル付けは人が介

在して正確に行えるように配慮している．また，RSS

データを活用する汎用のドライバも利用可能としてい

るので，これらのバランスを取ることで抽出の精度を

高めつつ，できる限り自動でドライバ生成を行うよう

にしたいと考えている．  

 

1.3. 本論文の構成  

本論文の構成は次のとおりである．まず，第 2 節で，

収集分析一体型ブログクローリングシステムの詳細に

ついて述べ，さらに，第 3 節で本クローリングシステ

ムの有用性を評価するために開発したブログ記事ブッ

クマーキングシステムについての詳細を述べる．第 4

節ではドライバ生成支援システムの詳細を述べる．第

5 節で本クローリングシステムとドライバ生成支援シ

ステムの評価を行う．そして，第 6 節では，本報告の

まとめと，今後の課題について述べる．  

 

2. 収集分析一体型ブログクローリングシステ

ム  

第 1 節でシステムの概要については述べたので，本

節ではクローリングシステムの詳細について説明する．

2.1 節ではクローリング処理の指定方法について， 2.2

節ではクローリング結果を格納するデータベースにつ

いて，そして 2.3 節では，データベースを閲覧するた

めの Web アプリケーションについて述べる．なお，こ

の節にて記述された内容は文献 [3]で報告済みである． 

 

2.1. クローリング処理の指定方法  

2.1.1. クローリング仕様ファイル  

ユーザの作成したクローリング仕様ファイルをシ

ステムに与えると，システムはその内容に従ってペー

ジ収集を行う．図  3 に示したものが，クローリング仕

様ファイルの例である．それぞれの要素の内容を変更

することでクローリングの仕様を与えることができる．

各要素で設定できる内容は図  3 中の各要素の前の行

に記されたコメントの通りである．また， config 要素

の子要素に file 要素を追加し，ファイル名を指定する

ことでクローリング結果をファイルへ出力する事も可

能である．  

なお，<next_urls>で指定できる次の分析記事の選択

方法は bodyurl(記事本文中の URL)， trackback(トラッ

ク バ ッ ク リ ン ク ) ， curl( コ メ ン ト 中 の URL) ，

acomment(コメント者のブログ )，tbodytrackback(トラッ

クバックの概要中に含まれる URL)， rssurl(rss の記事

の URL)などを指定することができる．  

クローリングにより取得されたブログ記事は分析

され，ブログ記事の URL をキーとした分析結果がデー

タベース，及びファイルに格納される．なお，既訪問

のページを再度訪問することはない．  

ここで，ブログサイトごとに分析方法は異なるため，

分析の際にシステムはブログ毎の分析方法を記述した

プログラムである“ドライバ”を参照し，分析を行う．

ドライバについては次で述べる．  

 

 

図  3 クローリング仕様ファイル．要素上部のコメ

ントに記述された内容が要素の設定項目である  

 

2.1.2. ドライバ  

ドライバはブログサイト毎の分析方法を記述した

プログラムである．システムは分析の際に分析対象が

どのブログサイトかを判別し，そのサイト専用のドラ

イバを選択し，ドライバの分析内容に基づいた分析を

行う．このドライバをユーザの必要に応じて適宜追加

できるようにする事で，ブログサイト毎の分析方法の

違いに対応する事が可能となると共に，システムのカ

スタマイズ性を向上させている．また，各ドライバは

PHP スクリプトで書かれた inc ファイル中で Driver イ

ンタフェースの実現クラスとして実装される．こうす

る事で，後の拡張可能性を確保している．インタフェ

ースは表  1 のような仕様となっている．ここで，表中



 

 

の isメソッドはデータを抽出するためのものではなく，

分析対象記事ページの URL から，そのドライバを使用

する事で記事ページの分析が可能かどうかを識別する

メソッドである．また，ブログサイト毎に特化したド

ライバだけでなく RSS などを参照する汎用的な Meta

ドライバや，どのドライバにも当てはまらなかった場

合のため，分析処理を行わない Empty ドライバも存在

する．  

 

表  1 Driver インタフェースのメソッド．ドライバに

はこれらのメソッドが必ず実装される．   

メソッド名  ブログから抽出するデータ  
戻り値  

成功時  失敗時  

is($url )        

t i t les($blogdata)  ブログタイトル  文字列  NULL 

et it les($blogdata)  記事タイトル  文字列  NULL 

dates($blogdata)  記事の日付  文字列  NULL 

bodies($b logdata)  記事本文  文字列  空の配列  

bodyurls($b logdata)  本文の URL 配列  空の配列  

cdates($blogdata)  コメントの日付  配列  空の配列  

comments($blogdata)  コメント本文  配列  空の配列  

curls($blogdata)  コメント中の URL 配列  空の配列  

acomments($blogdata)  コメント者のブログ  配列  空の配列  

tbti t les($b logdata)  トラックバックのブログタイトル  配列  空の配列  

tt it les($b logdata)  トラックバックの記事タイトル  配列  空の配列  

t rackbacks($blogdata)  トラックバックの中の URL 配列  空の配列  

tdates($b logdata)  トラックバックの日付  配列  空の配列  

tbodies($blogdata)  トラックバックの本文  配列  空の配列  

tbodyurls($blogdata)  トラックバック本文中の URL 配列  空の配列  

rss($b logdata)  RSS の URL 文字列  NULL 

rssurls($blogdata)  RSS の中の URL 配列  空の配列  

 

2.2. クローリング結果格納用データベース 

収集結果はデータベース，もしくはファイルに出力

することができる．ファイルに出力する際はシリアラ

イズ関数により分析結果を格納した連想配列を文字列

にしてファイルに出力するが，拡張性に乏しく，大規

模化，並列化，収集途中のデータの閲覧が困難という

欠点がある．そこで，汎用性を高めるために，収集結

果をデータベースに格納できるようにした．データベ

ースをより汎用的にするために，データベース中のテ

ーブルは本文用，コメント用，トラックバック用，RSS

用と分けて作成している．  

 

2.3. 閲覧用 Web アプリケーション 

Web ベースでの閲覧システムを実装することで収集

分析した結果を閲覧することができる．初期画面で閲

覧できる内容は，収集したブログ記事の URL，ブログ

タイトル，記事タイトル，投稿された日時，記事に対

するコメント数，記事に対するトラックバック件数，

RSS などの分析結果である．分析結果の収集したブロ

グ記事の URL を選択すると，選択した記事の分析内容

を閲覧することができる．その際に閲覧できるのが，

ブログ記事の本文，本文中の URL である．本文中の

URL を選択することで，リンク先のページを表示する

事が可能である．また，コメント，トラックバック，

そして RSSも細かく分析内容を参照できるようになっ

ており，初期画面のコメント数，トラックバック数，

RSS を選択することで閲覧が可能である．  

 

3. ブログ記事ブックマーキングシステム  

 

図  4 ブログ記事ブックマーキングシステムの概要  

 

図  5 ブログリスト画面．上部のテキスト入力欄が

URL の入力欄で，下部にある表が分析結果となってい

る．  

 

図  6 RSS 画面．図６の RSS をクリックすると RSS

で取得したページの分析結果が表示される．  

 

第 3 節で報告したシステムの有用性を示すために，

本クローリングシステムを利用してブログ記事ブック



 

 

マーキングシステムの設計と実装を行った．このシス

テムの概要図を図  4 に示す．  

このシステムは，ユーザが興味を持ったブログ記事

を登録する事が出来るシステムである．ユーザは記事

の URL をシステムに入力することで，ブログタイトル，

記事タイトル，記事本文，コメント，トラックバック，

RSS をシステムが分析し，それをデータベースに保存

する事が出来る．その際の URL 入力欄とデータの表示

画面が図  5 のようになる．ページ上部のテキストボッ

クスが URL の入力欄で，下に示された表が分析結果で

ある．この分析はクローリング仕様ファイルの<links>

要素を入力した URL とし，<next_urls>要素を消去，そ

して<depth>を 0 に設定することで実現できる．さらに，

登録した記事の RSS を分析する際には，システムは分

析結果として得られた RSS の情報から分析を行う．そ

の分析結果の画面が図  6 となる．また，削除ボタンを

使用することで，データベースから記事の分析結果を

削除することができる．   

このように，収集分析一体型クローリングシステム

はユーザがクローリング仕様ファイルに必要なデータ

を指定することで，ユーザの求めているデータを収集

する事が可能である．このことから本クローリングシ

ステムを利用することで，システムの構築が容易にな

り，システムの構築時間が短縮されることから有用性

があると言える．なお，本節の内容は文献 [3]で報告済

みである．   

 

4. ドライバ生成支援ツール  

本ツールの概要は第 1 節にて既に述べたので，ここ

ではドライバ生成支援ツールの詳細について説明する．

4.1 節では対話的なドライバ生成について，そして 4.2

節ではアノテーション候補要素の認識機能について説

明する．なお，4.1.1 節の一部，及び 4.1.2 節は文献 [4]

にて報告済みである．  

 

4.1. 対話的なドライバ生成  

4.1.1. アノテーションツール  

 

対話的なドライバ作成の機能の一つとしてアノテ

ーションツールがある．一般的なアノテーションツー

ルは文書に対して注釈を残し，それを複数人で共有す

る事で，協調作業を円滑にするものである [12][13]．し

かし，本ツールでは Web ページの要素に対して，ブロ

グタイトル，エントリなどのアノテーションを付ける

機能を実装している．その際のユーザインタフェース

が図  7（ a）である．  

図  7（ a）の画面左側のフレーム（以下，フレーム D）

にアノテーションの対象となるページが表示されてい

る．これは元ページに対して本ツールが JavaScript で

記述したスクリプトなどを付与したものである．具体

的には，まず，ユーザによって入力された Web ページ

の URL をもとに得た HTML データを DOM に変換する．

次に，その要素に対して要素番号，そしてアノテーシ

ョンが必要な要素を判別した上で，それらに JavaScript

で記述されたスクリプトを埋め込む．ここで，要素番

号はレンダリングに関係のある要素に対して深さ優先

探索で通し番号を振ったものである．その際の埋め込

みの簡単な例が図  8 である．要素の onclick 属性にス

クリプトが埋め込まれている事がわかる．ユーザは，

フレーム Dを利用することでマウス操作のみでアノテ

ーション付与対象の要素を選ぶことができる．  

右上のフレームはアノテーション付与を行うため

のフレーム (以下，フレーム A)である．図  7（ a）の画

面でユーザはフレーム Dからアノテーションをつけた

い要素をクリックすることでフレーム Aに選んだ要素

に対応した専用フォームを作成できる．また，その際

に選んだ要素と，その専用フォームに共通の色付けを

行うことで，要素とフォームの対応関係を分かりやす

くしている．ユーザは生成したフォームのプルダウン

メニューから適切な項目を選ぶことでアノテーション

を行うことができる．また，フォーム部分を拡大した

ものが図  7（b）である．フォーム名の番号はフレーム

D 中の要素の要素番号と対応している．また， delete

ボタンはそのフォームの削除を行うためのもので，

delete ancestor ボタンは対応する要素の祖先のフォー

ムを全て削除する事が出来るボタンである．  

フレーム Dの Webページにはアノテーション候補の

要素を認識した上で，それらにアノテーション用のス

クリプトを付加しているが，アノテーション候補要素

を誤認識した場合，ユーザがアノテーションを付与で

きないという問題が起こりうる．そこで，図  7（ a）の

右下のフレーム（以下，フレーム C）を通じて，アノ

テーション付与用スクリプトの埋め込みを細かく制御

できるようにしている．ユーザはフレーム C 内の

ON/OFF ボタンを切り替えることができ，ON の際にフ

レーム Dからアノテーション候補にしたい要素を選ぶ

ことができる．選択すると，フレーム C にアノテーシ

ョン候補追加用のフォームが作成され，選択された要

素とフォームに共通の色がつけられる．ユーザは必要

な要素に対応するフォームの add ボタンをクリックす

ることで要素にアノテーション用スクリプトを付加す

ることができる．フォームの拡大図は図  7（ c）のよう

になっており，その他のボタンはフレーム A に作成さ

れるものと同様の機能を持っている．  



 

 

 

(a) アノテーション付与画面  

 

(b) アノテーション付与メニュー  

 

(c) アノテーション候補追加メニュー  

図  7 アノテーションツールのユーザインタフェー

ス   

 

 

図  8 スクリプト埋め込みの例． onclick 内に

JavaScript で書かれた関数 choose(node_number)を埋

め込むことによりアノテーションを可能にしている． 

 

4.1.2. 抽出ルール生成モジュール  

ユーザによって行われたアノテーションの情報か

ら，それぞれの項目の抽出ルールを生成する．ルール

生成の基本方針は，抽出対象となる要素を一意に識別

できる属性と値のペアを見つけることである．抽出対

象にそのようなペアが見られない場合にはその要素の

親要素や兄弟要素にそのようなペアがないかを探索す

る．属性はブログページ内でよく利用されている id，

class 属性を参照するようにしている．ここで，このル

ール生成処理はこれまでのドライバ作成の経験に基づ

くヒューリスティックスである．  

また，生成される抽出ルールは PHP の XPath で記述

されており，その例を図  9 に示す．抽出ルールの生成

はアノテーション付けされた要素から DOM ツリーを

辿る際に，適宜パスを伸ばして行う．例えば，アノテ

ーションを付与した要素自身に Web ページ中唯一の

属性が存在した場合は，図  17 の 1 行目のようなルー

ルを返す．要素の親を辿った場合は同図の 2 行目のよ

うなルールを返す．さらに，兄弟ノードを辿った場合

は同図の 3 行目のようなルールを返す．  

 

 

図  9 生成されたルールの例．記事からアノテーショ

ンを付与した要素を抽出するためのルールである．上

から，アノテーションを付与した要素にページ中唯一

の属性名が存在した場合，アノテーションを付与した

要素の親にページ中唯一の属性名が存在した場合，ア

ノテーションを付与した要素の兄弟要素にページ中

唯一の属性名が存在した場合の抽出ルール．  

 

4.1.3. ドライバ生成モジュール  

ドライバ生成モジュールでは，抽出ルール生成モジ

ュールで生成したルールを基にドライバを生成する．

生成の際に予め用意された，ドライバ作成用のテンプ

レートに抽出ルールを適宜埋め込むことでドライバを

作成し，ユーザに表示する．なお，現状のドライバ生

成支援ツールでは，コメントやトラックバックの繰り

返し構造の判別などを行えないため，それらに関する

Driver インタフェースのメソッドは使用不可能である．

このように，現状ではユーザが手動にて実装を与える

ようにしているメソッドも存在する．  

 

4.2. アノテーション候補要素判別機能  

4.1.1 節で述べたように，本ツールは Web ページに

スクリプトを埋め込むことでアノテーションを実現し

ているが，コンテンツと関係のない要素にスクリプト

が付加されると，ユーザへの負担が大きくなる．そこ

で，本ツールは適切な要素にのみにスクリプトを付加

するために，コンテンツを判別する機能を組み込んで

いる．  

機能の一つとして，日付判別機能がある．これは”

＊年＊月＊日”や”＊ /＊ /＊”，“＊ .＊ .＊”などの日付

を表記するパターンと一致するものを抽出する日付の

<html>

<head>

<title>sample</title>

</head>

<body>

<div id = ‘date’node_number = '1' onclick
='choose(1)'>2008/9/2</div>

<div id = ’body’node_number = '2' onclick
='choose(2)'>message</div>

</body>

</html>

//div [ @attribute = ‘unique attribute’ ]

//div [ @attribute = ‘unique attribute’ ] / h3

//div [ @attribute = ‘unique attribute’ ] / preceding-sibling::*[1]
…etc



 

 

固有表現抽出 [14]である．  

また，もう一つの機能として，エントリ・エントリ

タイトル判別機能がある．これはページの HTML の

DOM をコンテンツの最小単位にばらした集合と，同じ

ブログの別の記事ページを最小単位にばらしたものの

集合との差異を読み取ることで，エントリとエントリ

タイトルを判別している．他にブログタイトル，コメ

ント，トラックバックなどの判別も必要であるが，未

実装である．  

 

5. 評価  

まず，本報告のブログクローリングシステムについ

ての評価を行う．我々は本システムの評価を行うため

に，本システムを利用して，ブログブックマーキング

システムの設計・実装を行った．このシステムを構築

する際，クローリングシステムに入力するクローリン

グ仕様ファイルを活用する事によって，短時間で容易

にクローリングシステムを利用したシステムを構築で

きたことから，本ブログクローリングシステムの有用

性を示すことができたと考えられる [3]．   

また，クローリングを行う際の分析部である“ドラ

イバ”の作成を支援するツールとしてドライバ生成支

援ツールを作成した．本ツールを使用することで，ユ

ーザはドライバ作成対象のブログ記事ページのソース

を見ることなく，マウス操作のみでドライバを作成す

る事が可能であることから，Web ページのソースを確

認しながらドライバを作成するよりも時間を短縮でき

ると考えられる [4]．また，本ツールで作成されたドラ

イバを本クローリングシステムに使用した結果，少な

くともドライバを作成する際に利用した記事ページと

同じテンプレートの記事ページの分析は上手くできた．

この事から本システムの有用性を示すことができたと

言える．  

 

6. おわりに  

本報告では，収集分析一体型ブログクローリングシ

ステムについて，さらに，その分析部生成支援ツール

であるドライバ生成支援ツールについての報告を行っ

た．本ブログクローリングシステムはクローリング仕

様ファイルとドライバを利用することで，容易にカス

タマイズが可能である．これにより，本システムを利

用することでブログブックマーキングシステムを容易

に構築する事ができた．このことから，本システムを

利用することでユーザは必要なデータ収集システムを

簡単に作成でき，有用性があると言える．  

また，対話的分析部生成支援ツールを設計・開発す

ることで，ドライバ作成におけるユーザへの負荷の低

減を図った．本ツールを使用することで，ユーザは

Web ページのソースを見ることなくマウス操作のみで

抽出ルールを生成する事ができることから，Web ペー

ジのソースを確認しながら手動でルールを作成するよ

りも時間を短縮できると考えられる．  

また，このツールで作成されたドライバを本報告の

ブログクローリングシステムに適用したところ，少な

くともアノテーションを付ける際に利用したブログ記

事のページと同様なテンプレートのブログページの情

報を抽出する事ができたことから，本ツールの有用性

を示す事ができたと考えられる．  

ドライバ生成支援ツールについての今後の課題で

あるが，次のようなものが考えられる．まず，コメン

ト，トラックバックなどの繰り返し構造の抽出である．

4.1.3 節で示したように，現状では Driver インタフェー

ス内のコメント，トラックバックに関するメソッドを

ユーザが手動で実装しなければならないが，この機能

を設けることによって，現状で使用できないコメント，

トラックバックに関するメソッドをシステムとの対話

的な作業に基づいて実装可能となり，ドライバの完全

な実装が可能となる．  

また，アノテーション候補の判別機能として，ブロ

グタイトル，コメント，トラックバック要素の判別機

能も必要であると考えられる． 4.2 節にも示したが，

現状で判別可能となっているものは，日付と記事タイ

トル，記事本文のみである．その他のアノテーション

が必要な要素も判別できるようにすることで，さらに

ユーザの作業の効率化を図ることができる．  
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