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(57)【要約】
【課題】従来、関連するウェブページ相互を精度よく特
定する技術は存在しない。
【解決手段】ウェブページ関係評価装置３０は、複数の
判断対象のウェブページそれぞれの作成時刻を検出する
作成時刻検出部２と、判断対象のウェブページと他の判
断対象のウェブページとの類似度を算出する類似度算出
部３と、算出された複数の類似度のうちの基準値以上で
ある類似度それぞれについて、その類似度を算出する際
に用いられた２個の判断対象のウェブページを、相互に
関連しているウェブページであると特定する関連ウェブ
ページ特定部５とを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の判断対象のウェブページそれぞれを構成する情報を取得する取得部と、
前記取得部によって取得された情報に基づいて、複数の判断対象のウェブページそれぞ
れの作成時刻を検出する作成時刻検出部と、
前記取得部によって取得された情報に基づいて、複数の判断対象のウェブページそれぞ
れについて、他の判断対象のウェブページそれぞれとの間の類似度を算出する類似度算出
部と、
前記類似度算出部によって得られた複数の類似度のうちの、２個のウェブページ相互が
関連していると判断するための基準値以上である類似度それぞれについて、その類似度を
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算出する際に用いられた２個の判断対象のウェブページを、相互に関連しているウェブペ
ージであると特定する関連ウェブページ特定部と
を備えるウェブページ関係評価装置。
【請求項２】
更に、前記関連ウェブページ特定部によって特定された２個のウェブページの組それぞ
れについて、その組を構成する２個のウェブページを、前記作成時刻検出部によって検出
された作成時刻の順に仮想的に並べて仮想的に線で結び、関連しているウェブページのネ
ットワーク図を作成するネットワーク図作成部を備える
請求項１に記載のウェブページ関係評価装置。
【請求項３】
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更に、前記取得部によって取得された情報に基づいて、前記類似度算出部によって得ら
れた各類似度について、その類似度を算出する際に用いられた２個の判断対象のウェブペ
ージの一方が他方にリンクしている場合、その類似度に補正係数を乗算して補正類似度を
算出する類似度補正部を備え、
前記関連ウェブページ特定部は、前記類似度補正部によって得られた複数の補正類似度
のうちの前記基準値以上である補正類似度それぞれについて、その補正類似度を算出する
際に用いられた２個の判断対象のウェブページを、相互に関連しているウェブページであ
ると特定する
請求項１に記載のウェブページ関係評価装置。
【請求項４】
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更に、前記取得部によって取得された情報に基づいて、前記類似度算出部によって得ら
れた各類似度について、その類似度を算出する際に用いられた２個の判断対象のウェブペ
ージがともに他のウェブページにリンクしている場合、その類似度に補正係数を乗算して
補正類似度を算出する類似度補正部を備え、
前記関連ウェブページ特定部は、前記類似度補正部によって得られた複数の補正類似度
のうちの前記基準値以上である補正類似度それぞれについて、その補正類似度を算出する
際に用いられた２個の判断対象のウェブページを、相互に関連しているウェブページであ
ると特定する
請求項１に記載のウェブページ関係評価装置。
【請求項５】
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更に、前記作成時刻検出部によって検出された作成時刻に基づいて、前記類似度算出部
によって得られた各類似度について、その類似度を算出する際に用いられた２個の判断対
象のウェブページの作成時刻の差に応じた補正係数をその類似度に乗算して補正類似度を
算出する類似度補正部を備え、
前記関連ウェブページ特定部は、前記類似度補正部によって得られた複数の補正類似度
のうちの前記基準値以上である補正類似度それぞれについて、その補正類似度を算出する
際に用いられた２個の判断対象のウェブページを、相互に関連しているウェブページであ
ると特定する
請求項１に記載のウェブページ関係評価装置。
【請求項６】
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更に、前記作成時刻検出部によって検出された作成時刻に基づいて、前記類似度算出部
によって得られた各類似度について、その類似度を算出する際に用いられた２個の判断対
象のウェブページの作成時刻の間に作成された他の判断対象のウェブページの数に応じた
補正係数をその類似度に乗算して補正類似度を算出する類似度補正部を備え、
前記関連ウェブページ特定部は、前記類似度補正部によって得られた複数の補正類似度
のうちの前記基準値以上である補正類似度それぞれについて、その補正類似度を算出する
際に用いられた２個の判断対象のウェブページを、相互に関連しているウェブページであ
ると特定する
請求項１に記載のウェブページ関係評価装置。
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【請求項７】
更に、前記類似度算出部によって得られた各類似度を補正する類似度補正部を備え、
前記取得部は、複数の判断対象のウェブページそれぞれの単位期間あたりのアクセス数
を取得し、
前記類似度補正部は、前記取得部によって取得された複数の判断対象のウェブページそ
れぞれの単位期間あたりのアクセス数に基づいて、前記類似度算出部によって得られた各
類似度について、その類似度を算出する際に用いられた２個の判断対象のウェブページの
うちの先に作成されたウェブページの単位期間あたりのアクセス数に応じた補正係数をそ
の類似度に乗算して補正類似度を算出し、
前記関連ウェブページ特定部は、前記類似度補正部によって得られた複数の補正類似度
のうちの前記基準値以上である補正類似度それぞれについて、その補正類似度を算出する
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際に用いられた２個の判断対象のウェブページを、相互に関連しているウェブページであ
ると特定する
請求項１に記載のウェブページ関係評価装置。
【請求項８】
複数の判断対象のウェブページそれぞれを構成する情報を取得する機能と、
取得した情報に基づいて、複数の判断対象のウェブページそれぞれの作成時刻を検出す
る機能と、
取得した情報に基づいて、複数の判断対象のウェブページそれぞれについて、他の判断
対象のウェブページそれぞれとの間の類似度を算出する機能と、
算出した複数の類似度のうちの、２個のウェブページ相互が関連していると判断するた
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めの基準値以上である類似度それぞれについて、その類似度を算出する際に用いられた２
個の判断対象のウェブページを、相互に関連しているウェブページであると特定する機能
と
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、複数のウェブページ相互の関係を評価することで、情報伝播を検知する技術
に関する。
【背景技術】
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【０００２】
近年、企業は、ウェブページを用いて情報を発信しており、個人も、ウェブページ、ブ
ログ、及びＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ

Ｎｅｔｗｏｒｋ

Ｓｅｒｖｉｃｅ）を用いて情報を発

信している。各情報は、他の情報の影響を受けて発信されることがある。例えば、ある企
業が新製品を発売することをウェブページにおいて発表すると、そのウェブページを見た
ある個人がその情報とともにその新製品についての意見をブログにより公表することがあ
る。このように、ある情報がウェブページを伝播して広がることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００８−１３００４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、ウェブページにおいて公表された情報の伝播を不快に感じることがある。例
えば、不祥事が発生していないのにもかかわらず、企業を中傷する情報が多数のウェブペ
ージに広がると、多数の人がその情報を知ってしまい、その企業の経済活動を阻害する可
能性があるからである。そのような場合、その企業に属する人は、その情報の伝播経路を
知りたいと考える。例えば、伝搬経路を構成している中核的なウェブサイトや大元の情報
発信源がどこかを知ることができれば、定期的にそのサイトを読み、不利益な情報が流れ
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ていることをいち早く察知して早期に対策をとることができる。
【０００５】
また、広告効果を狙ってウェブページ等で情報公開をすることがある。例えば企業が新
製品を発売した事実を、自社ウェブサイトにプレスリリースを掲載して発表した場合、ニ
ュースサイトや著名なブログサイト等を経由して、一般の人々がその事実を目にする。こ
のような場合、どのような経路を経て情報が伝播したかを、その企業に属する人は知りた
いと考える。例えば、より多くの人に直接的に情報を伝播させたり、他の著名ブログに影
響を与えて間接的に情報を伝播させたりするニュースサイトや著名ブログを特定すること
ができれば、それらのサイトにフォーカスをあててより効果的な広告を行うことが出来る
20

。
【０００６】
しかしながら、現在、ウェブページにより広がった情報の伝播経路を精度よく特定する
技術は存在しない。つまり、関連するウェブページ相互の関係を精度よく特定する技術は
存在しない。
【０００７】
本発明は、関連するウェブページ相互の関係を精度よく特定するウェブページ関係評価
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決し上記目的を達成するために、本発明のウェブページ関係評価装置は、
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複数の判断対象のウェブページそれぞれを構成する情報を取得する取得部と、前記取得部
によって取得された情報に基づいて、複数の判断対象のウェブページそれぞれの作成時刻
を検出する作成時刻検出部と、前記取得部によって取得された情報に基づいて、複数の判
断対象のウェブページそれぞれについて、他の判断対象のウェブページそれぞれとの間の
類似度を算出する類似度算出部と、前記類似度算出部によって得られた複数の類似度のう
ちの、２個のウェブページ相互が関連していると判断するための基準値以上である類似度
それぞれについて、その類似度を算出する際に用いられた２個の判断対象のウェブページ
を、相互に関連しているウェブページであると特定する関連ウェブページ特定部とを備え
る。
【０００９】
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また、本発明のウェブページ関係評価装置の各構成要件の機能をコンピュータに実現さ
せるためのプログラムも、本発明の一態様である。
【発明の効果】
【００１０】
本発明は、関連するウェブページ相互を精度よく特定するウェブページ関係評価装置を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施の形態のウェブページ分析システムの構成図である。
【図２】本実施の形態のウェブページ分析装置の構成図である。
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【図３】本実施の形態のウェブページ分析システムの動作の概要を説明するための図であ
る。
【図４】図２の検索キーワード作成装置が行う検索キーワードを作成する動作の各ステッ
プを示すフローチャートである。
【図５】図２のウェブページ関係評価装置が行う複数のウェブページ相互の関係を評価す
る動作の各ステップを示すフローチャートである。
【図６（Ａ）】作成時刻の順に並べられた４個の判断対象のウェブページと、各判断対象
のウェブページ間の類似度とを示す図である。
【図６（Ｂ）】図６（Ａ）の４個の判断対象のウェブページの関連しているウェブページ
相互を線で結ぶことにより作成されたネットワーク図である。
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【図７】図２のサイト評価装置が行うウェブサイトを評価する動作の各ステップを示すフ
ローチャートである。
【図８】ウェブサイトを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下に、本発明を実施するための形態を図面を参照して説明する。
【００１３】
先ず、本実施の形態のウェブページ分析システムの構成を図１を用いて説明する。図１
は、本実施の形態のウェブページ分析システムの構成図である。本実施の形態のウェブペ
ージ分析システムは、ウェブページを分析するシステムであって、図１に示すように、ウ
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ェブページ分析装置１００と、クライアント端末装置２００と、検索装置３００と、通信
ネットワーク４００と、サイトアクセス数推定装置５００ とを有する。
【００１４】
ウェブページ分析装置１００は、通信ネットワーク４００において開示されているウェ
ブページを分析する装置である。ウェブページ分析装置１００の構成の詳細は図２を用い
て後述する。クライアント端末装置２００は、ユーザによって使用される装置であって、
検索キーワードや、検索キーワードに関連するウェブページを検索させる指示（以下、「
検索指示」という。）等をユーザから受け付ける。クライアント端末装置２００は、受け
付けた指示等をウェブページ分析装置１００又は検索装置３００に送信し、ウェブページ
分析装置１００及び検索装置３００からそれらによって得られた結果を受信する。図１に
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示すように、クライアント端末装置２００には、表示装置２５０が接続されており、クラ
イアント端末装置２００が受信する情報は、表示装置２５０によって表示される。
【００１５】
検索装置３００は、通信ネットワーク４００において開示されているウェブページのな
かから、検索キーワードに関連するウェブページを検索する装置である。通信ネットワー
ク４００は、インターネット等のデータを通信するためのネットワークである。サイトア
クセス数推定装置５００は、ウェブサイトのアクセス数を推定する装置である。ウェブペ
ージ分析装置１００、クライアント端末装置２００、検索装置３００、及びサイトアクセ
ス数推定装置５００は、通信ネットワーク４００に接続されており、相互に通信可能であ
る。
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【００１６】
次に、ウェブページ分析装置１００の構成を図２を用いて説明する。図２は、ウェブペ
ージ分析装置１００の構成図である。ウェブページ分析装置１００は、上述したように、
通信ネットワーク４００において開示されているウェブページを分析する装置であって、
図２に示すように、通信装置１０と、検索キーワード作成装置２０と、ウェブページ関係
評価装置３０と、サイト評価装置４０とを有する。
【００１７】
通信装置１０は、データを通信する。検索キーワード作成装置２０は、ユーザによって
選択されたキーワードに基づいて、適宜の変換処理を施したより適切な検索キーワードを
作成する。
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【００１８】
ウェブページ関係評価装置３０は、検索キーワード作成装置２０が作成した検索キーワ
ードに基づいて検索装置３００によって検索された複数のウェブページ相互の関係を評価
する装置である。ウェブページ関係評価装置３０は、図２に示すように、取得部１と、作
成時刻検出部２と、類似度算出部３と、類似度補正部４と、関連ウェブページ特定部５と
、ネットワーク図作成部６と、出力部７とを有する。
【００１９】
取得部１は、検索装置３００によって検索された複数のウェブページそれぞれを構成す
る情報を取得する。検索装置３００によって検索されたウェブページは、ウェブページ関
係評価装置３０によって評価されるウェブページであるので、以下では、検索装置３００
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によって検索されたウェブページを「判断対象のウェブページ」という。作成時刻検出部
２は、取得部１によって取得された情報に基づいて、複数の判断対象のウェブページそれ
ぞれの作成時刻を検出する。
【００２０】
類似度算出部３は、取得部１によって取得された情報に基づいて、複数の判断対象のウ
ェブページそれぞれについて、他の判断対象のウェブページそれぞれとの間の類似度を算
出する。具体的には、類似度算出部３は、ある２個の判断対象のウェブページの類似度を
算出する際、それら２個の判断対象のウェブページそれぞれを構成する情報の形態素を分
析し、ＴＦ−ＩＤＦ（Ｔｅｒｍ
ｔ

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ−Ｉｎｖｅｒｓｅ

Ｄｏｃｕｍｅｎ

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）法及びベクトル空間法を用いて、それら２個の判断対象のウェ
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ブページの類似度を算出する。なお本方法以外にも、ウェブページ類似度の算出には一般
に広く用いられている文書類似度算出法のいずれを使ってもよく、たとえばＴＦ−ＩＤＦ
法のかわりにＮ−Ｇｒａｍ法を用いても良い。
【００２１】
類似度補正部４は、類似度算出部３によって算出された類似度を補正する。以下では、
類似度補正部４によって得られた値を「補正類似度」という。なお、類似度補正部４は、
複数の方法により類似度を補正するので、各方法については後に類似度補正部４の動作を
説明する際に説明する。
【００２２】
関連ウェブページ特定部５は、類似度補正部４によって得られた複数の補正類似度のう

30

ちの、２個のウェブページ相互が関連していると判断するための基準値以上である補正類
似度を検出する。そして、関連ウェブページ特定部５は、検出した各補正類似度について
、その補正類似度を算出する際に用いられた２個の判断対象のウェブページを、相互に関
連しているウェブページであると特定する。
【００２３】
ネットワーク図作成部６は、関連ウェブページ特定部５によって特定された２個のウェ
ブページの組それぞれについて、その組を構成する２個のウェブページを、作成時刻検出
部２によって検出された作成時刻の順に仮想的に並べて仮想的に線で結び、関連している
ウェブページのネットワーク図を作成する。つまり、ネットワーク図作成部６は、関連し
ているウェブページを作成時刻の順にツリー状につなげてネットワーク図を作成する。

40

【００２４】
出力部７は、ネットワーク図作成部６によって作成されたネットワーク図を通信装置１
０に出力する。
【００２５】
サイト評価装置４０は、通信ネットワーク４００において開示されているウェブサイト
を評価する装置である。
【００２６】
次に、本実施の形態のウェブページ分析システムの動作を説明する。図３は、本実施の
形態のウェブページ分析システムの動作の概要を説明するための図である。本実施の形態
のウェブページ分析システムの動作は、図３に示すように、絞り込み検索を行わせるため

50

(7)

JP 2011‑60228 A 2011.3.24

の検索キーワードを作成する動作（フェーズＦ１）と、複数のウェブページ相互の関係を
評価する動作（フェーズＦ２）と、ウェブサイトを評価する動作（フェーズＦ３）とに大
別される。そのため以下では、本実施の形態のウェブページ分析システムの動作をフェー
ズ毎に説明する。
【００２７】
（検索キーワードを作成する動作）
先ず、絞り込み検索を行わせるための検索キーワードを作成する動作（フェーズＦ１）
を説明する。
【００２８】
ユーザは、検索キーワードと、その検索キーワードに関連するウェブページを検索させ

10

る指示（検索指示）をクライアント端末装置２００に入力する。クライアント端末装置２
００は、入力された検索キーワード及び検索指示を受け付け、それらを通信ネットワーク
４００を介して検索装置３００に送信する。検索装置３００は、クライアント端末装置２
００からの検索キーワード及び検索指示を受信し、通信ネットワーク４００において開示
されているウェブページのなかから、受信した検索キーワードに関連するウェブページを
検索する。説明の便宜上、検索装置３００は、複数のウェブページを検索したと仮定する
。検索装置３００は、検索した複数のウェブページのタイトルを通信ネットワーク４００
を介してクライアント端末装置２００に送信する。
【００２９】
クライアント端末装置２００は、検索装置３００からの複数のウェブページのタイトル

20

及び本文内容概要を受信し、それらを検索装置３００によって決められた順にしたがって
表示装置２５０に表示させる。ユーザは、表示装置２５０によって表示された各ウェブペ
ージのタイトルを見て、いずれかのウェブページを選択し、選択したウェブページを取得
させる指示をクライアント端末装置２００に行う。
【００３０】
クライアント端末装置２００は、ユーザによって選択されたウェブページを取得して表
示装置２５０に表示させる。ユーザは、表示装置２５０によって表示されたウェブページ
がより適切な検索キーワードを作成させる題材として妥当なウェブページであると判断し
た場合、その判断結果をクライアント端末装置２００に入力する。
30

【００３１】
クライアント端末装置２００は、そのようなウェブページを特定する情報を、通信ネッ
トワーク４００を介してウェブページ分析装置１００に送信する。ウェブページを特定す
る情報は、例えばそのウェブページのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｌｏ

ｃａｔｏｒ）である。上述したようにして、ユーザは、より適切な検索キーワードを作成
させるためのウェブページを複数個選択し、クライアント端末装置２００は、ユーザによ
って選択された複数のウェブページを特定する情報を受け付けてウェブページ分析装置１
００に送信する。また、クライアント端末装置２００は、ユーザによって入力された検索
キーワードもウェブページ分析装置１００に送信する。
【００３２】
ウェブページ分析装置１００では、通信装置１０が、クライアント端末装置２００から

40

の、より適切な検索キーワードを作成させるための複数のウェブページを特定する情報と
、ユーザによって入力された検索キーワードとを受信する。
【００３３】
以下の動作は、図４を用いて説明する。図４は、検索キーワード作成装置２０が行う検
索キーワードを作成する動作の各ステップを示すフローチャートである。
【００３４】
検索キーワード作成装置２０は、通信装置１０によって受信された、より適切な検索キ
ーワードを作成させるための複数のウェブページを特定する情報と、ユーザによって入力
された検索キーワードとを取得する（Ｓ１）。次に、検索キーワード作成装置２０は、よ
り適切な検索キーワードを作成させるための複数のウェブページそれぞれを構成する情報
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を、通信ネットワーク４００を介して取得する（Ｓ２）。
【００３５】
検索キーワード作成装置２０は、取得した情報に基づいて、複数のウェブページに関連
するキーワードを特定する。具体的には、検索キーワード作成装置２０は、取得した情報
に基づいて、複数のウェブページそれぞれを構成する形態素を分析し、ＴＦ−ＩＤＦ法を
用いることによって得られる値が大きい方から所定の数のキーワードを、複数のウェブペ
ージに関連するキーワードとして特定する（Ｓ３）。そして、検索キーワード作成装置２
０は、特定したキーワードを、ユーザによって入力された検索キーワードに加えて、絞り
込み検索を行わせるための新たな検索キーワードを作成する（Ｓ４）。本手法は実現方法
の一例であり、たとえばこの代わりにＫｅｙ−Ｇｒａｐｈ法を用いて検索キーワードを作

10

成しても良い。
【００３６】
そうすると、通信装置１０は、検索キーワード作成装置２０によって作成された新たな
検索キーワードを、通信ネットワーク４００を介して検索装置３００に送信する。検索装
置３００は、ウェブページ分析装置１００の通信装置１０からの新たな検索キーワードを
受信し、通信ネットワーク４００において開示されているウェブページのなかから、新た
な検索キーワードに関連するウェブページを検索する。ここでも、説明の便宜上、検索装
置３００は、複数のウェブページを検索したと仮定する。検索装置３００は、検索した複
数のウェブページそれぞれを構成する情報を、通信ネットワーク４００を介してウェブペ
ージ分析装置１００に送信する。

20

【００３７】
（複数のウェブページ相互の関係を評価する動作）
次に、複数のウェブページ相互の関係を評価する動作（フェーズＦ２）を図５を用いて
説明する。図５は、ウェブページ関係評価装置３０が行う複数のウェブページ相互の関係
を評価する動作の各ステップを示すフローチャートである。
【００３８】
ウェブページ分析装置１００の通信装置１０は、フェーズＦ１の最後のステップにおい
て検索装置３００によって検索された複数のウェブページ（判断対象のウェブページ）を
構成する情報を受信する。ウェブページ関係評価装置３０では、取得部１が、通信装置１
０によって受信された複数の判断対象のウェブページそれぞれを構成する情報を取得する

30

（Ｓ１１）。作成時刻検出部２は、取得部１によって取得された情報に基づいて、複数の
判断対象のウェブページそれぞれの作成時刻を検出する（Ｓ１２）。
【００３９】
類似度算出部３は、取得部１によって取得された情報に基づいて、複数の判断対象のウ
ェブページそれぞれについて、他の判断対象のウェブページそれぞれとの間の類似度を算
出する（Ｓ１３）。
【００４０】
類似度補正部４は、類似度算出部３によって算出された類似度を補正する（Ｓ１４）。
類似度補正部４の動作を、複数の判断対象のウェブページのうちの２個の判断対象のウェ
ブページを取り上げて具体的に説明する。説明の便宜上、２個の判断対象のウェブページ

40

をウェブページＸ及びウェブページＹと呼び、ウェブページＸがウェブページＹより先に
作成されたと仮定する。また、類似度算出部３によって算出されたウェブページＸとウェ
ブページＹとの類似度を「類似度Ｓ」という。
【００４１】
このとき、類似度補正部４は、取得部１によって取得された情報に基づいて、ウェブペ
ージＹがウェブページＸにリンクしているか否かを判断する。ウェブページＹがウェブペ
ージＸにリンクしていると判断した場合、類似度補正部４は、類似度Ｓに第１の補正係数
Ｃ１を付与する。ウェブページＹがウェブページＸにリンクしていないと判断した場合、
類似度補正部４は、類似度Ｓには第１の補正係数Ｃ１を付与しない。
【００４２】
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また、類似度補正部４は、取得部１によって取得された情報に基づいて、ウェブページ
Ｘ及びウェブページＹがともに他のウェブページαにリンクしているか否かを判断する。
２個のウェブページがともに他のウェブページαにリンクしていると判断した場合、類似
度補正部４は、類似度Ｓに第２の補正係数Ｃ２を付与する。２個のウェブページの少なく
とも一方が他のウェブページαにリンクしていないと判断した場合、類似度補正部４は、
類似度Ｓには第２の補正係数Ｃ２を付与しない。
【００４３】
また、類似度補正部４は、作成時刻検出部２によって検出された作成時刻に基づいて、
ウェブページＸの作成時刻とウェブページＹの作成時刻との差を判断し、その差に応じた
第３の補正係数Ｃ３を類似度Ｓに付与する。例えば、類似度補正部４は、以下に示す式（

10

１）により特定される第３の補正係数Ｃ３を類似度Ｓに対して付与する。
【００４４】
Ｃ３＝ｅｘｐ（−α×（ｓｐ／ｔｐ）

…（１）

αは、実験により決定される定数であり、ｓｐは、ウェブページＸの作成時刻とウェブ
ページＹの作成時刻との差であり、ｔｐは、全ての判断対象のウェブページのうちの最初
に作成されたウェブページの作成時刻と最後に作成されたウェブページの作成時刻との差
である。
【００４５】
また、類似度補正部４は、作成時刻検出部２によって検出された作成時刻に基づいて、
ウェブページＸの作成時刻とウェブページＹの作成時刻との間に作成された他の判断対象
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のウェブページの数を検出する。類似度補正部４は、検出した数に応じた第４の補正係数
Ｃ４を類似度Ｓに付与する。例えば、類似度補正部４は、以下に示す式（２）により特定
される第４の補正係数Ｃ４を類似度Ｓに対して付与する。
【００４６】
Ｃ４＝ｅｘｐ（−β×（ｓｎ／ｔｎ）

…（２）

βは、実験により決定される定数であり、ｓｎは、全ての判断対象のウェブページのう
ちの、ウェブページＸの作成時刻とウェブページＹの作成時刻との間に作成されたウェブ
ページの数であり、ｔｎは、全ての判断対象のウェブページの数である。
【００４７】
また、類似度補正部４は、ウェブページＸの単位期間あたりのアクセス数に応じた第５
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の補正係数Ｃ５を類似度算出部３によって算出された類似度Ｓに対して付与する。この場
合、類似度補正部４は、先ず、ウェブページＸ及びウェブページＹを含む全ての判断対象
のウェブページそれぞれの単位期間あたりのアクセス数を取得部１に取得させる。そして
、類似度補正部４は、以下に示す式（３）により特定される第５の補正係数Ｃ５を類似度
Ｓに対して付与する。
【００４８】
Ｃ５＝ｅｘｐ（−γ×（ｎ／Ｎ）

…（３）

γは、実験により決定される定数であり、ｎは、ウェブページＸの単位期間あたりのア
クセス数であり、Ｎは、ウェブページＸ及びウェブページＹを含む複数の判断対象のウェ
ブページそれぞれの単位期間あたりのアクセス数の最大値である。
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【００４９】
そして、類似度補正部４は、上述した全部の補正係数（第１の補正係数Ｃ１〜第５の補
正係数Ｃ５）を加算し、加算することによって得た加算補正係数を類似度Ｓに乗算して類
似度Ｓを補正する。
【００５０】
ここまでは、類似度補正部４が類似度算出部３によって算出されたウェブページＸとウ
ェブページＹとの類似度Ｓを補正する動作を説明した。類似度補正部４は、その動作と同
じ動作を類似度算出部３によって算出された全ての類似度に対して行い、それにより類似
度算出部３によって算出された全ての類似度を補正し、全ての類似度について補正類似度
を算出する（Ｓ１４）。
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【００５１】
関連ウェブページ特定部５は、類似度補正部４によって得られた複数の補正類似度のう
ちの、２個のウェブページ相互が関連していると判断するための基準値以上である補正類
似度を検出する。そして、関連ウェブページ特定部５は、検出した各補正類似度について
、その補正類似度を算出する際に用いられた２個の判断対象のウェブページを、相互に関
連しているウェブページであると特定する（Ｓ１５）。
【００５２】
ネットワーク図作成部６は、関連ウェブページ特定部５によって特定された２個のウェ
ブページの組それぞれについて、その組を構成する２個のウェブページを、作成時刻検出
部２によって検出された作成時刻の順に仮想的に並べて仮想的に線で結び、関連している
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ウェブページのネットワーク図を作成する（Ｓ１６）。
【００５３】
ここで、関連ウェブページ特定部５及びネットワーク図作成部６の動作の具体例を図６
（Ａ）及び図６（Ｂ）を用いて説明する。図６（Ａ）は、作成時刻の順に並べられた４個
の判断対象のウェブページと、各判断対象のウェブページ間の類似度とを示す図である。
図６（Ｂ）は、図６（Ａ）の４個の判断対象のウェブページの関連しているウェブページ
相互を線で結ぶことにより作成されたネットワーク図である。図６（Ａ）及び図６（Ｂ）
における横軸ｔは時間軸である。
【００５４】
説明の便宜上、図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に示される４個の判断対象のウェブページは
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、ウェブページＡ、ウェブページＢ、ウェブページＣ、及びウェブページＤであると仮定
する。図６（Ａ）及び図６（Ｂ）における丸はウェブページである。また、図６（Ａ）及
び図６（Ｂ）における４個のウェブページのうちで、ウェブページＡが最先に作成され、
その次にウェブページＢが作成され、その次にウェブページＣが作成され、最後にウェブ
ページＤが作成されたと仮定する。
【００５５】
また、図６（Ａ）に示すように、ウェブページＡとウェブページＢとの補正類似度が０
．８であり、ウェブページＡとウェブページＣとの補正類似度が０．８であり、ウェブペ
ージＡとウェブページＤとの補正類似度が０．３であり、ウェブページＢとウェブページ
Ｃとの補正類似度が０．２であり、ウェブページＢとウェブページＤとの補正類似度が０
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．３であり、ウェブページＣとウェブページＤとの補正類似度が０．６であると仮定する
。更に、２個のウェブページ相互が関連していると判断するための基準値が０．５である
と仮定する。
【００５６】
このとき、関連ウェブページ特定部５は、ウェブページＡとウェブページＢ、ウェブペ
ージＡとウェブページＣ、ウェブページＣとウェブページＤそれぞれを、相互に関連して
いるウェブページであると特定する。ネットワーク図作成部６は、ウェブページＡとウェ
ブページＢ、ウェブページＡとウェブページＣ、ウェブページＣとウェブページＤそれぞ
れを線で結び、図６（Ｂ）に示すネットワーク図を作成する。
【００５７】
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出力部７は、ネットワーク図作成部６によって作成されたウェブページのネットワーク
図を通信装置１０に出力する。
【００５８】
通信装置１０は、ウェブページ関係評価装置３０からのウェブページのネットワーク図
を、通信ネットワーク４００を介してクライアント端末装置２００に出力する。クライア
ント端末装置２００は、ウェブページ関係評価装置３０によって得られたウェブページの
ネットワーク図を受信して表示装置２５０に表示させる。
【００５９】
これにより、ユーザは、自らが決定した検索キーワードと、その検索キーワードに関連
するウェブページのうちの自らが選択したウェブページとに関連するウェブページについ
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て、作成時刻の順に関連付けられたネットワークを知ることができる。つまり、ユーザは
、自ら決定した検索キーワードに関連する複数のウェブページ相互の関連性を知ることが
できる。
【００６０】
なお、上記の説明では、類似度補正部４は、第１の補正係数Ｃ１〜第５の補正係数Ｃ５
の全部の補正係数を加算し、加算することによって得た加算補正係数を類似度Ｓに乗算し
て類似度Ｓを補正する。しかしながら、類似度補正部４は、第１の補正係数Ｃ１〜第５の
補正係数Ｃ５の一部の補正係数を加算して加算補正係数を得て、その加算補正係数を類似
度Ｓに乗算して類似度Ｓを補正してもよい。また、類似度補正部４は、第１の補正係数Ｃ
１〜第５の補正係数Ｃ５の１個の補正係数を類似度Ｓに乗算して類似度Ｓを補正してもよ
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い。
【００６１】
また、上記の説明では、関連ウェブページ特定部５は、類似度補正部４によって得られ
た複数の補正類似度のうちの２個のウェブページ相互が関連していると判断するための基
準値以上である補正類似度を検出する。しかしながら、関連ウェブページ特定部５は、類
似度算出部３によって得られた（補正前の）複数の類似度のうちの上記基準値以上である
類似度を検出してもよい。その場合、関連ウェブページ特定部５は、検出した各類似度に
ついて、その類似度を算出する際に用いられた２個の判断対象のウェブページを、相互に
関連しているウェブページであると特定する。
【００６２】
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（ウェブサイトを評価する動作）
次に、ウェブサイトを評価する動作（フェーズＦ３）を図７を用いて説明する。図７は
、サイト評価装置４０が行うウェブサイトを評価する動作の各ステップを示すフローチャ
ートである。
【００６３】
サイト評価装置４０は、通信装置１０によって受信された全ての判断対象のウェブペー
ジをドメイン毎に分類し、それによって各ウェブサイトを特定する（Ｓ２１）。ウェブサ
イトは、判断対象のウェブページのうちの共通するドメインを有するページの集合である
。図８を用いてウェブサイトを説明する。図８は、ウェブサイトを説明するための図であ
る。図８では、ウェブページＨ、ウェブページＪ、ウェブページＫ、及びウェブページＭ
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は、同じドメインを有するウェブページであって、これらの集合がウェブサイトである。
【００６４】
したがって、図８では、ウェブページＨ、ウェブページＪ、ウェブページＫ、及びウェ
ブページＭは、ウェブサイトＧの下位のウェブページである。また、ウェブページＨ、ウ
ェブページＪ、ウェブページＫ、及びウェブページＭのランクは、それぞれｈ、ｊ、ｋ、
及びｍである。ランクは、検索装置３００によって決定される値である。例えば、一般的
な検索エンジンを検索装置として用いた場合、ランクは検索結果の表示順位である。
【００６５】
次に、サイト評価装置４０は、通信装置１０を介してサイトアクセス数推定装置５００
を用い、各ウェブサイトへのアクセス数を取得する（図７のＳ２２）。図８の例ではウェ
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ブサイトＧのアクセス数ｇを取得する。
【００６６】
次に、サイト評価装置４０は、通信装置１０を介して、ウェブサイト毎に、そのウェブ
サイトのドメインと同じドメインを有するウェブページのランクを取得する（図７のＳ２
３）。図８の例では、サイト評価装置４０は、ウェブページＨ、ウェブページＪ、ウェブ
ページＫ、及びウェブページＭそれぞれのランクを取得する。
【００６７】
次に、サイト評価装置４０は、ウェブサイト毎に、そのウェブサイトへのアクセス数と
ウェブサイトに所属するウェブページのランクを用い、任意の方法を用いて、そのウェブ
サイトの重要度を算出する（図７のＳ２４）。
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【００６８】
最後に、サイト評価装置４０は、重要度が大きい順に全てのウェブサイトに順位を付与
する（図７のＳ２５）。
【００６９】
通信装置１０は、サイト評価装置４０によって得られた各ウェブサイトのタイトルをそ
の順位及びその重要度とともに、通信ネットワーク４００を介してクライアント端末装置
２００に送信する。クライアント端末装置２００は、サイト評価装置４０によって得られ
た各ウェブサイトのタイトル、順位、及び重要度を受信し、各ウェブサイトのタイトルを
順位にしたがって表示装置２５０に表示させる。その際、クライアント端末装置２００は
10

、各ウェブサイトの重要度もタイトルと組にして表示装置２５０に表示させる。
【００７０】
上述したように、本実施の形態では、ウェブページ関係評価装置３０は、複数の判断対
象のウェブページを、作成時刻の順に仮想的に並べ、それらの内で関連しているウェブペ
ージを仮想的に線で結び、それによりツリー状のウェブページのネットワーク図を作成す
る。作成されたネットワーク図において、時系列順の上位にあるサイトは情報に敏感であ
ることを意味し、関連するサイトを時系列順の下位に多く持つサイトは情報を他のウェブ
サイトへ伝播する能力が高いことを意味する。また、サイト評価装置４０は、各ウェブサ
イトの重要度を算出する。重要度にもとづき順位付けされたウェブサイトの一覧の上位に
あるサイトは、アクセス数や検索装置でのランクからの観点から情報の伝播に高い影響力
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があることを意味する。
【００７１】
本発明装置に対し、例えば企業を中傷する事実無根の情報が伝播した事例に関連したキ
ーワードを入力して上述の分析結果を得ることで、当該事例で情報伝播に大きな役割をは
たしたウェブサイトをみつけることができる。当該サイトへの自粛要請を行うことで再発
防止策の検討につなげることができる。また例えば、メーカーが自社製品発売の発表にお
ける広告効果分析を行いたい場合、複数の自社製品名を本発明装置に入力して上述の分析
結果を得る。得られた分析結果のうち、多くの自社製品分析事例において高い情報伝播能
力をもつとの結果が得られる傾向のあるサイトは、今後も自社製品発売の発表における情
報伝播に大きな役割を持つと考えられる。このサイトに働きかけを行うことでより効果的
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な広告効果を得ることができる。
【００７２】
なお、ウェブページ分析装置１００を構成する各装置の機能は、例えばコンピュータの
ＣＰＵ及びメモリ等のハードウェアと、コンピュータプログラムとが協働することによっ
て実現される。しかしながら、上記各機能は、専用の回路により実現される等、どのよう
な形態により実現されてもよい。
【００７３】
また、ウェブページ関係評価装置３０は、作成時刻検出部２、類似度算出部３、類似度
補正部４、関連ウェブページ特定部５、及びネットワーク図作成部６それぞれに対応する
専用のメモリを有していてもよいし、それら各構成部に共通のメモリを有していてもよい
。それら各構成部は、処理するためのデータ及び処理結果を専用のメモリ又は共通のメモ
リに格納してもよい。
【符号の説明】
【００７４】
１００
置、

ウェブページ分析装置、

４００

示装置、

通信ネットワーク、

１０

通信装置、

係評価装置、

４０

似度算出部、

４

図作成部、

７

２０

２００

クライアント端末装置、

５００

サイトアクセス数推定装置、

検索キーワード作成装置、

サイト評価装置、
類似度補正部、

出力部。

５

１

取得部、

２

３００

３０

表

ウェブページ関

作成時刻検出部、

関連ウェブページ特定部、

検索装

２５０

６

３

類

ネットワーク
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【図６（Ｂ）】

【図７】

【図８】
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