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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータが、
監視対象とするＵＲＬへのリンクを持つ複数のＷｅｂページを収集する収集ステップと
、
前記複数のＷｅｂページの中から予め定めた条件を満たす複数のＷｅｂページをリンク
オーソリティ候補として定めるリンクオーソリティ候補決定ステップと、
前記リンクオーソリティ候補に含まれる前記複数のＷｅｂページの中からリンク切れを
修正するために利用可能なリンクオーソリティを決定するリンクオーソリティ決定ステッ
プを実行し、
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前記リンクオーソリティ候補決定ステップでは、予めリンクオーソリティとなり得るＷ
ｅｂページが有する複数の属性を定めて、前記複数の属性を基準にして前記複数のＷｅｂ
ページをリンクオーソリティとして利用可能性が高いと推測される順にランキングを行い
、前記ランキングの結果から上位のランクにある複数のＷｅｂページを前記リンクオーソ
リティ候補として定め、
前記リンクオーソリティ決定ステップでは、前記上位のランクにある複数のＷｅｂペー
ジのそれぞれについて、各Ｗｅｂページについてのリンク切れのリンクの数またはリンク
切れではないリンクの数を求め、この数と前記各Ｗｅｂページにあるリンクの数とに基づ
いてリンク切れの割合が少ない順にランキングを行い、前記ランキングの結果から上位の
ランクにある１以上のＷｅｂページを前記リンクオーソリティとして決定するリンクオー
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ソリティの決定方法であって、
前記複数の属性には二つのＷｅｂページ間に直接的若しくは間接的な相互リンクが存在
しているという相互リンクの属性が含まれており、
前記間接的な相互リンクが存在しているか否かの探索では、前記二つのＷｅｂページの
一方のＷｅｂページだけの探索を行って、前記一方のＷｅｂページ中のいずれかのページ
に対するリンクがあれば、前記二つのＷｅｂページ間には前記間接的な相互リンクが存在
するものとみなすことを特徴とするリンクオーソリティの決定方法。
【請求項２】
前記リンクオーソリティ決定ステップでは、前記リンクの数と前記リンク切れではない
リンクの数の割合を反映した値をキーとして前記ランキングを行うことを特徴とする請求
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項１に記載のリンクオーソリティの決定方法。
【請求項３】
前記リンクの数と前記リンク切れではないリンクの数の割合の相乗平均を前記キーとす
ることを特徴とする請求項２に記載のリンクオーソリティの決定方法。
【請求項４】
監視対象とするＵＲＬへのリンクを持つ複数のＷｅｂページを収集する収集機能と、
前記複数のＷｅｂページの中から予め定めた条件を満たす複数のＷｅｂページをリンク
オーソリティ候補として定めるリンクオーソリティ候補決定機能と、
前記リンクオーソリティ候補に含まれる前記複数のＷｅｂページの中からリンク切れを
修正するために利用可能なリンクオーソリティを決定するリンクオーソリティ決定機能と
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をコンピュータに実現させるためのプログラムであって、
前記リンクオーソリティ候補決定機能は、予め定めたリンクオーソリティとなり得るＷ
ｅｂページが有する複数の属性を基準にして、前記複数のＷｅｂページをリンクオーソリ
ティとして利用可能性が高いと推測される順にランキングを行う機能と、前記ランキング
の結果から上位のランクにある複数のＷｅｂページを前記リンクオーソリティ候補として
定める機能を含み、
前記リンクオーソリティ決定機能は、前記上位のランクにある複数のＷｅｂページのそ
れぞれについて、各Ｗｅｂページについてのリンク切れのリンクの数またはリンク切れで
はないリンクの数を求める機能と、この数と前記各Ｗｅｂページにあるリンクの数とに基
づいてリンク切れの割合が少ない順にランキングを行う機能と、前記ランキングの結果か
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ら上位のランクにある１以上のＷｅｂページを前記リンクオーソリティとして決定する機
能とを含み、
前記複数の属性には二つのＷｅｂページ間に直接的若しくは間接的な相互リンクが存在
しているという相互リンクの属性が含まれており、
前記間接的な相互リンクが存在しているか否かの探索では、前記二つのＷｅｂページの
一方のＷｅｂページだけの探索を行って、前記一方のＷｅｂページ中のいずれかのページ
に対するリンクがあれば、前記二つのＷｅｂページ間には前記間接的な相互リンクが存在
するものとみなすことを特徴とするプログラム。
【請求項５】
前記リンクオーソリティ決定機能に含まれる前記ランキングを行う機能は、前記リンク
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の数と前記リンク切れではないリンクの数の割合を反映した値をキーとして前記ランキン
グを行うことを特徴とする請求項４に記載のプログラム。
【請求項６】
監視対象とするＵＲＬへのリンクを持つ複数のＷｅｂページを収集する収集手段と、
前記複数のＷｅｂページの中から予め定めた条件を満たす複数のＷｅｂページをリンク
オーソリティ候補として定めるリンクオーソリティ候補決定手段と、
前記リンクオーソリティ候補に含まれる前記複数のＷｅｂページの中からリンク切れを
修正するために利用可能なリンクオーソリティを決定するリンクオーソリティ決定手段と
を備えて、
前記リンクオーソリティ候補決定手段は、予め定めたリンクオーソリティとなり得るＷ
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ｅｂページが有する複数の属性を記憶する属性記憶手段と、前記属性記憶手段に記憶され
た前記複数の属性を基準にして、前記複数のＷｅｂページをリンクオーソリティとして利
用可能性が高いと推測される順にランキングを行うランキング手段と、前記ランキング手
段によるランキングの結果から上位のランクにある複数のＷｅｂページを前記リンクオー
ソリティ候補として定める候補決定手段を含み、
前記リンクオーソリティ決定手段は、前記上位のランクにある複数のＷｅｂページのそ
れぞれについて、リンク切れのリンクの数またはリンク切れではないリンクの数を求める
検索手段と、前記検索手段により求めた数と前記各Ｗｅｂページにあるリンクの数とに基
づいてリンク切れの割合が少ない順にランキングを行うランキング手段と、前記ランキン
グ手段によるランキングの結果から上位のランクにある１以上のＷｅｂページを前記リン
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クオーソリティとして決定する最終決定手段とを含むリンクオーソリティ決定装置であっ
て、
前記リンクオーソリティ候補決定手段の前記属性記憶手段に記憶されている前記複数の
属性には、二つのＷｅｂページ間に直接的若しくは間接的な相互リンクが存在していると
いう相互リンクの属性が含まれており、前記リンクオーソリティ候補決定手段は、前記二
つのＷｅｂページの一方のＷｅｂページだけの探索を行って、前記一方のＷｅｂページ中
のいずれかのページに対するリンクがあれば、前記二つのＷｅｂページ間には前記間接的
な相互リンクが存在するものとみなすことを特徴とするリンクオーソリティ決定装置。
【請求項７】
前記ランキング手段は、前記リンクの数と前記リンク切れではないリンクの数の割合を
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反映する値をキーとして前記ランキングを行うことを特徴とする請求項６に記載のリンク
オーソリティ決定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、Ｗｅｂページのリンク切れを自動的に修正するために用いられるリンクオー
ソリティを決定するために用いられるリンクオーソリティ決定方法及び装置並びにプログ
ラムに関するものである。
【背景技術】
30

【０００２】
近年、Ｗｏｒｌｄ

Ｗｉｄｅ

Ｗｅｂ（以下Ｗｅｂ）は、社会における重要なメディア

の一つである。そしてＷｅｂの特徴の一つに、分散管理が挙げられる。即ち、Ｗｅｂコン
テンツは多くの組織・個人により独立して追加・削除・更新が行われている。この特徴は
Ｗｅｂを便利なツールとする一方で、Ｗｅｂコンテンツの一貫性の維持を困難としている
要因でもある。コンテンツの一貫性が損なわれる一例として、Ｗｅｂページのリンク切れ
がある。そこで従来から、リンク切れが発生したときに代わりとなるリンク候補を探す技
術が種々提案されている。例えば、特開平09‑081446号公報「ハイパーテキストシステム
」（特許文献１）には、リンク切れが起こった場合に、代わりとなるリンク先ページ候補
を探すことが記載されている。この公報に記載の技術では、代わりとなるリンク先ページ
の発見に、アドレス(URL)の情報とＷｅｂページの内容のみを利用している。また特開平1
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1‑039327号公報「リンク情報自動修復方法および装置」（特許文献２）には、リンク切れ
が起こった場合に，代わりとなるリンク先ページ候補を探すために、「同じノード(ペー
ジのこと)」を探すことが記載されている。さらに、特開2001‑273185号公報「ホームペー
ジアドレス登録装置及びホームページアドレス登録処理プログラムを記憶した記憶媒体」
（特許文献３）には、リンク切れが起こった場合に、代わりとなるリンク先Ｗｅｂページ
候補を探すために、Ｗｅｂページの内容のみを利用する技術が開示されている。
【０００３】
これらの技術では、リンク先ページの探索精度が必ずしも高くない。そこで本出願の発
明者等は、Ｗｅｂのリンク切れを発見すると、変更先と考えられるリンクの候補を自動的
に発見しリンクの訂正を試みるシステムの開発を行い、実験を行ってきた（非特許文献１
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：中溝昌佳、森嶋厚行、杉本重雄及び北川博之著「ＷＷＷリンク一貫性維持支援システム
におけるリンク切れ自動修復」日本データベース学会Ｌｅｔｔｅｒｓ、Ｖｏｌ．３、Ｎｏ
．２、２００４年１２月。非特許文献２：中溝昌佳、森嶋厚行、有山智洋、杉本重雄及び
北川博之著「ＷＷＷコンテンツ一貫性維持のためのリンク更新機構の提案」日本データベ
ース学会Ｌｅｔｔｅｒｓ、Ｖｏｌ．２、Ｎｏ．２、６５頁−６８頁、２００３年１０月）
。このシステムでは、Ｗｅｂのリンク切れはページの移動に伴って生じたものであると仮
定し移動先の探索を行う。
【０００４】
そして発明者等は、信頼できるリンクを含むページである「リンクオーソリティ（Ｌｉ
ｎｋ
ｉｎｋ

Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ）」を求めるための仕組みと、それを実装したＬＡサーバ（Ｌ
Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ
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Ｓｅｒｖｅｒ）を提案し、ＬＡサーバを利用することによ

りＷｅｂページの移動先を効率よく発見できる可能性があることを指摘した（非特許文献
３：中溝昌佳、森嶋厚行、杉本重雄及び北川博之著「ＷＷＷにおける信頼度の高いリンク
の発見」情報処理学会研究報告、Ｖｏｌ．２００４、Ｎｏ．７２（２００４−ＤＢＳ−１
３４（II）、３９７頁−４０２頁。非特許文献４：中溝昌佳、森嶋厚行、杉本重雄及び北
川博之著「ＷＷＷにおける信頼度の高いリンクの発見」電子情報通信学会技術研究報告、
Ｖｏｌ．１０４、Ｎｏ．１７７（ＤＥ２００４−６３）、８７頁−９２頁、２００４年７
月）。
【０００５】
ここで発明者等が定義したＷｅｂページのリンクオーソリティとは、Ｗｅｂページが移
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動したときに、全Ｗｅｂページ中で十分に大きな確率でリンクが更新されるページを意味
する。直観的には、リンクオーソリティとは、「リンク先の内容が変化したときに、全Ｗ
ｅｂページ中で十分大きな確率でリンクが更新されるページ」のことである（Ｇｏｏｇｌ
ｅなどにおけるＡｕｔｈｏｒｉｔｙページとは異なる観念である）。なおここで全Ｗｅｂ
ページとは、システムにおいて利用可能なＷｅｂページの全てという意味である。
【０００６】
例えば、図１に示す例で説明すると、ある大学Ａの研究室のＷｅｂページｕ１（ｍ．ｌ
．ｓ．ａｃ．ｊｐ）が存在し、このページは複数のページからリンクされているものとす
る。このうちＷｅｂページｖ１（ｌ．ｓ．ａｃ．ｊｐ）はその研究室が所属する学科の研
究室一覧ページである。このとき、一般には、Ｗｅｂページｖ１はＷｅｂページｕ１に関
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するリンクオーソリティである。したがって、Ｗｅｂページｕ１がＷｅｂページｕ２（ｍ
．ｏｒｇ）に移動したとき、Ｗｅｂページｕ１へリンクしているページはリンク切れを起
こすが、Ｗｅｂページｖ１はＷｅｂページｕ１へのリンクをＷｅｂページｕ２に貼り換え
るはずである。そこで発明者等は、あるＷｅｂページｖは次の２つの条件を満たすとき、
別のＷｅｂページｕのリンクオーソリティとなるものと定義した。（１）Ｗｅｂページｖ
がＷｅｂページｕへのリンクを持っており、且つ（２）Ｗｅｂページｕが別のＷｅｂペー
ジｕｎｅｗに移動すると、Ｗｅｂページｖ中のＷｅｂページｕへのリンクがＷｅｂページ
ｕｎｅｗへのリンクに確実に変更されることが強く期待される。
【０００７】
あるＷｅｂページ中に含まれるＷｅｂページｕへのリンクがリンク切れになった場合に
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、もしＷｅｂページｕのリンクオーソリティとなるＷｅｂページｖを知っていれば、Ｗｅ
ｂページｖを見ることにより新たなリンク先ｕｎｅｗを知ることができ、リンク先の修正
が可能になる。したがってリンク先の修正をするためには、リンクオーソリティを高い精
度で決定することが必要となる。
【特許文献１】特開平09‑081446号公報
【特許文献２】特開平11‑039327号公報
【特許文献３】特開2001‑273185号公報
【非特許文献１】中溝昌佳、森嶋厚行、杉本重雄及び北川博之著「ＷＷＷリンク一貫性維
持支援システムにおけるリンク切れ自動修復」日本データベース学会Ｌｅｔｔｅｒｓ、Ｖ
ｏｌ．３、Ｎｏ．２、２００４年１２月
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【非特許文献２】中溝昌佳、森嶋厚行、有山智洋、杉本重雄及び北川博之著「ＷＷＷコン
テンツ一貫性維持のためのリンク更新機構の提案」日本データベース学会Ｌｅｔｔｅｒｓ
、Ｖｏｌ．２、Ｎｏ．２、６５頁−６８頁、２００３年１０月
【非特許文献３】中溝昌佳、森嶋厚行、杉本重雄及び北川博之著「ＷＷＷにおける信頼度
の高いリンクの発見」情報処理学会研究報告、Ｖｏｌ．２００４、Ｎｏ．７２（２００４
−ＤＢＳ−１３４（II）、３９７頁−４０２頁
【非特許文献４】中溝昌佳、森嶋厚行、杉本重雄及び北川博之著「ＷＷＷにおける信頼度
の高いリンクの発見」電子情報通信学会技術研究報告、Ｖｏｌ．１０４、Ｎｏ．１７７（
ＤＥ２００４−６３）、８７頁−９２頁、２００４年７月
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
リンクオーソリティを利用してリンク切れを修正する場合には、リンクオーソリティと
しての機能ができるだけ発揮できるＷｅｂページをリンクオーソリティとして決定する必
要がある。リンクオーソリティの決定方法は、種々考えられるものの、監視対象となるＷ
ｅｂページが多くなればなるほど、決定に要するまでの時間をできるだけ短くすることが
でき、しかも少ない労力で実行できるものが望まれる。しかしながら従来は、この点に着
目していなかったため、このような要望に答えることができる方法、装置及びプログラム
はなかった。
【０００９】
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本発明の目的は、できるだけ短い時間でしかも少ない労力で、適正なリンクオーソリテ
ィを決定できるリンクオーソリティの決定方法及び装置並びにプログラムを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明のリンクオーソリティ決定方法では、収集ステップと、リンクオーソリティ候補
決定ステップと、リンクオーソリティ決定ステップとから構成される。収集ステップは、
監視対象とするＵＲＬへのリンクを持つ複数のＷｅｂページを収集する。リンクオーソリ
ティ候補決定ステップでは、収集した複数のＷｅｂページの中から予め定めた条件を満た
す複数のＷｅｂページをリンクオーソリティ候補として定める。そしてリンクオーソリテ
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ィ決定ステップでは、リンクオーソリティ候補に含まれる複数のＷｅｂページの中からリ
ンク切れを修正するために利用可能なリンクオーソリティを決定する。
【００１１】
特に本発明では、リンクオーソリティ候補決定ステップで、まず予めリンクオーソリテ
ィとなり得るＷｅｂページが有する複数の属性を定める。ここで複数の属性の定め方は任
意である。しかしながらできるだけリンクオーソリティになり得るＷｅｂページが集まる
ように属性を定める必要がある。例えば「監視対象のＷｅｂページと同一サイトの同一デ
ィレクトリに存在する」、「監視対象となるＷｅｂページの同一サイトの上位ディレクト
リに存在する」、「監視対象となるＷｅｂページの同一サイトの上位ディレクトリに存在
する」、「監視対象のＷｅｂページとの間に直接的、もしくは間接的な相互リンクが存在
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する」「ファイル名にデフォルトファイル名が含まれている」等である。
【００１２】
このような複数の属性を基準にして、複数のＷｅｂページをリンクオーソリティとして
利用可能性が高いと推測される順にランキングする。ランキングの手法（何をキーとして
ランキング行うか）は任意である。そしてランキングの結果から上位のランクにある複数
のＷｅｂページをリンクオーソリティ候補として定める。ここで上位のランクにある複数
のＷｅｂページの定め方は任意である。例えば予め定めた順位（例えば１位及び２位）に
属するＷｅｂページを候補と定める方法を採用してもよいし、また上位３０件以内に入る
Ｗｅｂページを候補と定める方法を採用することができる。
【００１３】
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そして本発明の方法では、リンクオーソリティ決定ステップで、各Ｗｅｂページについ
てのリンク切れのリンクの数またはリンク切れではないリンクの数を求める。そしてこの
数と各Ｗｅｂページにあるリンクの数と基づいてリンク切れの割合が少ない順にランキン
グを行い、ランキングの結果から上位のランクにある１以上のＷｅｂページをリンクオー
ソリティとして決定する。なお各Ｗｅｂページにあるリンクの数は、リンク切れのリンク
の数またはリンク切れではないリンクの数を求める際に一緒に求めてもよいが、これらの
数を求める場合とは、別に求めてもよい。一つのＷｅｂページにあるリンクが切れている
か否かの確認作業は、時間と手間（アクセス作業、確認作業）を要する。本発明では、リ
ンクオーソリティ候補として予め絞られた複数のＷｅｂページに関してだけ、この確認作
業を行うため、収集したＷｅｂページのすべてについて確認作業を行う場合と比べて、リ
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ンクオーソリティの決定までの時間と労力を少ないものとすることができる。特に、リン
ク切れの割合が少ないことを基準にしてランキングすると、より適正なリンクオーソリテ
ィ（更新率の高いリンクオーソリティ）を決定できる。この場合、リンクオーソリティ決
定ステップでは、リンクの数とリンク切れではないリンクの数の割合を反映した値をキー
としてランキングを行うことが好ましい。このようにすると、ランキングが容易になる上
、ランキングの精度を高いものとすることができる。なおキーとする値は、種々の演算法
を用いて演算することができる。例えば、リンクの数とリンク切れではないリンクの数の
割合の相乗平均により求めた値をキーとしてランキングを行うと、ランキングの精度をよ
り高めることができる。なおリンクオーソリティとして決定する上位のランクにある１以
上のＷｅｂページの数は、例えば、リンク数等を参考にして定めればよく、リンク数が少
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ない場合には、上位の複数のＷｅｂページをリンクオーソリティとして用いればよい。
【００１４】
本発明の方法をコンピュータを用いて実現する場合に用いるプログラムは、監視対象と
するＵＲＬへのリンクを持つ複数のＷｅｂページを収集する収集機能と、前記複数のＷｅ
ｂページの中から予め定めた条件を満たす複数のＷｅｂページをリンクオーソリティ候補
として定めるリンクオーソリティ候補決定機能と、複数のＷｅｂページの中からリンク切
れを修正するために利用可能なリンクオーソリティを決定するリンクオーソリティ決定機
能とをコンピュータに実現させるためのプログラムである。特にこのプログラムでは、リ
ンクオーソリティ候補決定機能が、予め定めたリンクオーソリティとなり得るＷｅｂペー
ジが有する複数の属性を基準にして、リンクオーソリティ候補に含まれる複数のＷｅｂペ
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ージをリンクオーソリティとして利用可能性が高いと推測される順にランキングを行う機
能と、ランキングの結果から上位のランクにある複数のＷｅｂページを前記リンクオーソ
リティ候補として定める機能を含む。そしてリンクオーソリティ決定機能が、上位のラン
クにある複数のＷｅｂページのそれぞれについて、リンク切れのリンクの数またはリンク
切れではないリンクの数を求める機能と、この数と各Ｗｅｂページにあるリンクの数とに
基づいてリンク切れの割合が少ない順にランキングを行う機能と、このランキングの結果
から上位のランクにある１以上のＷｅｂページをリンクオーソリティとして決定する機能
とを含む。
【００１５】
また本発明の方法を実施するリンクオーソリティ決定装置は、監視対象とするＵＲＬへ
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のリンクを持つ複数のＷｅｂページを収集するＷｅｂページ収集手段と、収集した複数の
Ｗｅｂページの中から予め定めた条件を満たす複数のＷｅｂページをリンクオーソリティ
候補として定めるリンクオーソリティ候補決定手段と、複数のＷｅｂページの中からリン
ク切れを修正するために利用可能なリンクオーソリティを決定するリンクオーソリティ決
定手段とからなる。そして特に、リンクオーソリティ候補決定手段は、予め定めたリンク
オーソリティとなり得るＷｅｂページが有する複数の属性を記憶する属性記憶手段と、属
性記憶手段に記憶された複数の属性を基準にして、リンクオーソリティ候補に含まれる複
数のＷｅｂページをリンクオーソリティとして利用可能性が高いと推測される順にランキ
ングを行うランキング手段と、ランキング手段によるランキングの結果から上位のランク
にある複数のＷｅｂページをリンクオーソリティ候補として定める候補決定手段を含む。
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またリンクオーソリティ決定手段は、上位のランクにある複数のＷｅｂページのそれぞれ
について、リンク切れのリンクの数またはリンク切れではないリンクの数とを求める検索
手段と、検索手段により求めた数と各Ｗｅｂページにあるリンクの数とに基づいてリンク
切れの割合が少ない順にランキングを行うランキング手段と、ランキング手段によるラン
キングの結果から上位のランクにある１以上のＷｅｂページをリンクオーソリティとして
決定する最終決定手段とを含む。なおＷｅｂページにあるリンクの数は、検索手段により
一緒に求めてもよいが、別の手段により求めてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、リンクオーソリティ候補として予め絞られた複数のＷｅｂページに関
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してだけ、リンク切れの確認作業を行うため、収集したＷｅｂページのすべてについて確
認作業を行う場合と比べて、リンクオーソリティの決定までの時間を短くして、しかも決
定に要する労力を少ないものとすることができる利点が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
以下図面を参照して本発明のリンクオーソリティの決定方法及び装置の実施の形態の一
例を詳細に説明する。実施の形態を説明する前に、図２を用いて本発明のリンクオーソリ
ティ決定装置１の主要部を構成するＬＡサーバ（リンクオーソリティ・サーバ）を用いた
リンク切れの自動修正について説明する。ここでＬＡサーバとは、あるＷｅｂページ（監
視対象となるＷｅｂページ）のＵＲＬを「ｕ」とした場合に、このｕのリンクオーソリテ
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ィと考えられる候補を決定するサーバである。実際には、リンクオーソリティを一気に求
めることは困難であるため、ＬＡサーバは複数のリンクオーソリティ候補を収集し、リン
クオーソリティである可能性が高いと考えられる順にランキングしたページのＵＲＬのリ
ストＶ＝[ｖ１，ｖ２，．．．]を、結果として出力する。
【００１８】
図３は、自動修正システムの構成（アーキテクチャ）を示す図である。リンクオーソリ
ティ決定装置１として用いられるＬＡサーバ以外の構成は、既に発明者等が前述の論文で
発表しているシステムである。簡単化のため、ここでは、システムが監視対象とするＷｅ
ｂページ（リンク）はＵＲＬ「ｕ」で表されるただ一つのリンクに限定する。このシステ
ムは監視対象としてのｕがリンク切れであることを発見すると、新しいリンク先ｕｎｅｗ
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を発見し、ｕｎｅｗに自動修正することを試みる。本システムの主要な構成要素は、対象
となるリンクを監視するＬＩＭ（Ｌｉｎｋ

Ｉｎｔｅｎｇｒｉｔｙ

Ｍａｉｎｔｅｎａｎ

ｃｅ）サーバ、移動先のページのＵＲＬであるｕｎｅｗの候補集合Ｕを収集するチェーサ
ー（Ｃｈａｓｅｒ）、Ｕに含まれる発見された各候補に対して「移動先らしさ」を表すス
コアｓｃｏｒｅｉを計算するマーカー（Ｍａｒｋｅｒ）である。これらの動作をまとめた
抽象アルゴリズムを図４に示す。このアルゴリズムは、簡単に説明すると次のようになる
。（１）ＬＩＭサーバはｕを監視する。リンク切れを発見すると次のようにチェーサー（
Ｃｈａｓｅｒ）とマーカー（Ｍａｋｅｒ）を呼び出す。（２）チェーサー（Ｃｈａｓｅｒ
）は移動前のＷｅｂページｕのコンテンツとＵＲＬの情報ｗ用いて、Ｗｅｂサーチエンジ
ンによる候補収集やロボットによるサイト内検索を用いた候補収集を行い、Ｕを作成する
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（４行目）。（３）Ｍａｒｋｅｒは各ｕｉ∈Ｕに対し、主に移動前のＷｅｂページと候補
先のＷｅｂページとの類似度やＵＲＬの関係などに基づいてスコアｓｃｏｒｅｉを計算す
る（５〜７行目）。（４）ＬＩＭサーバは、ｓｃｏｒｅｉを用いてＵの中のｕｉをランキ
ングし、リストＵを計算する（８行目）。
【００１９】
ＬＡサーバを追加した場合の処理は次のようになる。チェーサー（Ｃｈａｓｅｒ）はリ
ンクオーソリティを含むリンク群を、移動先リンクｕｎｅｗの候補として新たにＵを追加
する。マーカー（Ｍａｒｋｅｒ）はＵ中の候補ページのランキングの際に、もしそのペー
ジがリンクオーソリティとされているならば高いスコアを割り当てる。具体的には、候補
ページが、ＬＡサーバが求めたランキング上位５位までのリンクオーソリティ候補からリ
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ンクされている場合、元のｓｃｏｒｅｉにある定数を掛けることにより、スコアを高くす
る。
【００２０】
ＬＩＭサーバは、監視対象の各リンクに対して、利用者が（１）リンクオーソリティを
明示的に指摘する手段と、（２）自動修正を行うためのスコアの閾値を明示的に指定する
手段をそれぞれ備えている。（１）では、利用者によって明示的に指定されたリンクオー
ソリティを参照することにより、ＬＩＭサーバはそのリンクオーソリティに従ってリンク
の自動修正を行うための閾値を指定することができる。ＬＩＭサーバは、この閾値を見て
、もし指定された閾値より候補ページのスコアが大きい場合、発見されたリンクへの自動
修正を行う。また、もし指定された閾値よりも候補ページのスコアが小さい場合、移動先
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候補の一覧ページを生成し、その生成されたページのリンクへ自動修正を行う。
【００２１】
図５は、主として前述のＬＡサーバーによって構成される本発明のリンクオーソリティ
決定装置１の実施の形態の構成の一例を示すブロック図である。そして図６は、リンクオ
ーソリティ決定装置１を、コンピュータを用いて実現する場合に用いるプログラムのアル
ゴリズムを示すフローチャートである。
【００２２】
リンクオーソリティ決定装置１は、Ｗｅｂページ収集手段３と、リンクオーソリティ候
補決定手段５と、リンクオーソリティ決定手段１３とから構成される。Ｗｅｂページ収集
手段３は、監視対象とするＷｅｂページのＵＲＬ「ｕ」へのリンクを持つ複数のＷｅｂペ
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ージを、ネットワークＮＷを介して収集する。Ｗｅｂページ収集手段３は、例えば「ｕ」
へのリンクを持つページの集合を計算できるものであればどのような構成でもよい。図３
の例では、チェーサー（Ｃｈａｓｅｒ）がこの手段の一部を構成している。収集には、例
えば、クローラ（ＷＷＷ巡回プログラム）を用いて収集する方法や、Ｗｅｂアーカイブな
どを利用する方法や、Ｗｅｂサーチエンジンを利用する方法などが考えられる。具体的な
ＬＡサーバの実装では、次の（ａ）及び（ｂ）によって収集を行うことができる。（ａ）
Ｇｏｏｇｌｅ

Ｗｅｂ

ｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｓｅｒｖｉｃｅ
Ｓｅｒｖｉｃｅ

ＡＰＩ（商標）及びＡｌｅｘｓ

Ｗｅｂ

ｉｎ

ＡＰＩ（商標）を用いて、ｕへのリンクを持つペ

ージを検索する。（ｂ）クローラを用いて、ｕへのリンクを持つページがある可能性が高
いと考えられる場所を探索する。すなわち（１）ｕと同じサイト内のページ、（２）ｕの
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属するサイトをサブドメインとして含むサイトに属するページ、（３）ｕ中のリンクが指
す先のページを探索する。したがって、必ずしもｕにリンクを持つ全てのページが収集さ
れるとは限らない。
【００２３】
リンクオーソリティ候補決定手段５は、ランキング手段７と、属性記憶手段９と、候補
決定手段１１とを備えて、収集した複数のＷｅｂページの中から予め定めた条件を満たす
複数のＷｅｂページをリンクオーソリティ候補として定める。属性記憶手段９は、予め定
めたリンクオーソリティとなり得るＷｅｂページが有する複数の属性を記憶する。この属
性については、後に詳しく説明する。そしてランキング手段７は、属性記憶手段９に記憶
された複数の属性を基準にして、リンクオーソリティ候補に含まれる複数のＷｅｂページ

40

をリンクオーソリティとして利用可能性が高いと推測される順にランキングする。候補決
定手段１１は、ランキング手段７によるランキングの結果から、上位のランクにある複数
のＷｅｂページをリンクオーソリティ候補として定める。
【００２４】
またリンクオーソリティ候補決定手段１３は、検索手段１５と、ランキング手段１７と
最終決定手段１９とを備えている。この実施の形態の検索手段１５は、リンクオーソリテ
ィ候補中の上位のランクにある複数のＷｅｂページのそれぞれについて、各Ｗｅｂページ
にあるリンクの数と、リンク切れのリンクの数またはリンク切れではないリンクの数とを
求める。なお各Ｗｅｂページにあるリンクの数については、検索手段１５とは別の手段で
求めるようにしてもよいのは勿論である。
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【００２５】
そしてランキング手段１７は、検索手段１５により求めた数（リンクの数とリンク切れ
のリンクの数またはリンク切れではないリンクの数）と各Ｗｅｂページにあるリンクの数
に基づいてリンク切れの割合が少ない順にランキングを行う。さらに最終決定手段１９は
、ランキング手段１７によるランキングの結果から、上位のランクにある１以上のＷｅｂ
ページをリンクオーソリティとして決定する。
【００２６】
ランキング手段７及びランキング手段１７で行う候補のランキングが、リンクオーソリ
ティ決定装置１の本質的な処理である。図７に示すように、リンクオーソリティ決定装置
１が、ｕのリンクオーソリティ候補ｖｉ∈ＶをランキングしＶ及びＶ＊を求める処理（１
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）及び（２）は、例えば次のように設計することができる。まず収集した複数のＷｅｂペ
ージｖｉに対して、それぞれ図８の表に示した属性のうち、「値」の欄に「真偽」と記載
した属性を有するかを判定し、ランキング手段７によりランキングを行う。これらの属性
は、属性記憶手段９に記憶されている。
【００２７】
次に図８の表に示した属性のうち、下から二つの属性「＃Ｌ」と「Ｂ」に基づいてラン
キング手段１７がランキングを行い、各ｖｉの「リンクオーソリティらしさ」を求める。
【００２８】
図８の表に示した属性を決める際に用いるヒューリスティクス（解決法）の選択肢Ｈ１
〜Ｈ９について、具体的に説明する。以下の選択肢Ｈ１〜Ｈ８が、直接的に図８の属性と
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して表現されている場合もあるが、間接的に図８の属性として表現されている場合もある
。
【００２９】
Ｈ１：同一ディレクトリにｕとｖｉとが存在すれば、ｖｉはｕへのリンクを確実に更新
する可能性が高いと考えられる。
【００３０】
Ｈ２：ｖｉがｕに対して論理的に上位の存在である場合であり、この場合には、ｖｉは
リンクオーソリティの可能性が高い。ここで論理的に上位の存在であるとは、例えばｖｉ
が学科のページであるのに対して、ｕが学部のページであるといった場合である。しかし
確実に更新される度合いは同一ディレクトリよりはやや劣ると考えられる。

30

【００３１】
Ｈ３：ｖｉがｕと同一サイトの上位ディレクトリに配置されている場合、ｖｉはｕに対
して論理的に上位の存在であることが多い。
【００３２】
Ｈ４：ｖｉがｕに対して論理的に上位の存在である場合、Ｗｅｂサイトの設計の方法に
よっては、ｖｉはｕと同一ディレクトリ内のｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌとして配置されること
がある。
【００３３】
Ｈ５：Ｈ１〜Ｈ４より、ｖｉがｕと同一ディレクトリに配置され、且つｉｎｄｅｘ．ｈ
ｔｍｌである場合はリンクオーソリティである可能性が非常に高い。

40

【００３４】
Ｈ６：ｖｉとｕとが直接的、間接的な相互リンクを持つ場合、ｖｉはリンクオーソリテ
ィである可能性が高い。ここで間接相互リンクとは、ｖｉとｕとのサイトの間で、異なる
ページを介し互いにリンクをしているような関係を指す（図９）。
【００３５】
Ｈ７：同一ディレクトリ内でｖ１からｖ２へリンクがあり、逆方向に存在しない場合、
ｖ２がｖ１に対して論理的に上位の存在であるとは考えにくい。
【００３６】
Ｈ８：（Ｈ７と比較して）ｖ１とｖ２とが同一ディレクトリに配置され、お互いに相互
リンクが貼られている場合、これらの間の論理的な上位下位の関係は何ともいえない。な
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ぜなら、「戻る」などのリンクが存在するからである。
【００３７】
Ｈ９：リンク切れが多いページはリンクオーソリティとは考えにくい。このヒューリス
ティクスは他のヒューリスティクスＨ１〜Ｈ８とは独立していると考えられる。
【００３８】
ランキング手段７では、他とは独立していると考えられる上記Ｈ９を除いたヒューリス
ッティクスの選択肢（Ｈ１〜Ｈ８）を考慮して図１０のランキング付けパターン表を作成
した。このパターン表の各項目はｖｉの属性を現しており、各属性の説明は図８に示して
ある。図１０において、黒丸はその属性が真であることを表し、空白は偽であることを表
す。ハイフンはどちらでもよいことを表す。ランキング手段７におけるランキング処理で

10

は、収集された複数のＷｅｂページから選択されたＷｅｂページｖｉが与えられると、ま
ずこのパターン表を用いてｖｉがどのパターンに属するのかを判定してランキング付けす
る。そして候補決定手段１１は、ランキング結果に基づいて上位ランク（例えばランク１
〜ランク５）に属するＷｅｂページをリンクオーソリティ候補として決定する。なお一般
に、同じランクを持つｖｉは複数存在する。
【００３９】
検索手段１５は、上記Ｈ９を反映させるために、候補決定手段１１が決定した候補とな
るＷｅｂページのそれぞれについて、そのＷｅｂページに設けられたリンク数とリンク切
れではないリンクの数（またはリンク切れのリンクの数）を検索する。そしてランキング
手段１７は、リンクの数とリンク切れではないリンクの数の割合を反映した値をキーとし

20

てランキングを行う。
【００４０】
キーとして用いる値の演算方法としては、例えば、Ｗｅｂページに設けられたリンク数
とリンク切れではないリンクの数との割合の相乗平均
【数１】

30

【００４１】
を求めることが考えられる。本実施の形態では、この相乗平均をキーとして降順に並べる
ランキングを実行する。そしてランキングにより並べられた結果をＶ＊とする。最終決定
手段１９は、この結果Ｖ＊の中か上位に位置する１以上のＷｅｂページをリンクオーソリ
ティとして決定する。
【００４２】
なおｖｉが与えられたとき、図８に示した相互リンクの属性を求めるためには、ｕとｖ
ｉとの間に相互リンクがあるか否かを判断しなければならない。直接的な相互リンクを持

つことは簡単に調べられるが、図９のような間接的な相互リンクを発見するためには多く
のリンクを探索する必要がある。本来、この処理では図９のｓｉｔｅｕとｓｉｔｅｖとの
両サイトの内部を探索しなければならない。しかし予め処理（１）によってｖｉからｕへ

40

リンクの存在が保証されていることを利用する。具体的にはｓｉｔｅｕだけの探索を行い
、ｓｉｔｅｖ中のいずれかのページに対するリンクを発見すると、ｕとｖｉとの間に間接
的な相互リンクが存在するとみなす。これは厳密にいえばｓｉｔｅｖのｖ

とｖｉ間のリ

ンクの存在を保証しない近似的な処理であるが、これにより探索処理を半分にすることが
できる。
【００４３】
次に図６に示したフローチャートを参照して本発明のリンクオーソリティの決定方法の
実施の形態を、コンピュータを用いて実行する場合について説明する。本発明のリンクオ
ーソリティ決定方法では、収集ステップ（ＳＴ１，ＳＴ２）と、リンクオーソリティ候補
決定ステップ（ＳＴ３，ＳＴ４）と、リンクオーソリティ決定ステップ（ＳＴ５〜ＳＴ１
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０）とから構成される。収集ステップでは、監視対象とする複数のＷｅｂページから１つ
のＷｅｂページを選択し（ＳＴ１）、このＷｅｂページを監視対象として、このＷｅｂペ
ージのＵＲＬへのリンクを持つ複数のＷｅｂページを収集する（ＳＴ２）。次にリンクオ
ーソリティ候補決定ステップでは、収集した複数のＷｅｂページの中から予め定めた条件
を満たす複数のＷｅｂページをリンクオーソリティ候補として定める。そのために、まず
予めリンクオーソリティとなり得るＷｅｂページが有する複数の属性を定める。実際には
事前に定めて記憶した属性を用いる。次に複数の属性を基準にして、複数のＷｅｂページ
をリンクオーソリティとして利用可能性が高いと推測される順にランキングする（ＳＴ３
）。ランキングの手法は任意である。そしてランキングの結果から上位のランクにある複
数のＷｅｂページをリンクオーソリティ候補として定める（ＳＴ４）。ここで上位のラン

10

クにある複数のＷｅｂページの定め方は任意であり、例えば予め定めた順位（例えば１位
及び２位）に属するＷｅｂページを候補と定める方法を採用してもよいし、また上位３０
件以内に入るＷｅｂページを候補と定める方法を採用することができる。
【００４４】
次に、リンクオーソリティ決定ステップでは、リンクオーソリティ候補に含まれる複数
のＷｅｂページの中からリンク切れを修正するために利用可能なリンクオーソリティを決
定する。まず上位のランクにある複数のＷｅｂページのそれぞれについて、リンク切れの
リンクの数またはリンク切れではないリンクの数を求める（ＳＴ５，ＳＴ６）。そしてこ
の数と各Ｗｅｂページにあるリンクの数とに基づいてリンク切れの割合が少ない順にラン
キングを行い（ＳＴ９）、ランキングの結果から上位のランクにある１以上のＷｅｂペー

20

ジをリンクオーソリティとして決定する（ＳＴ１０）。なお本実施の形態では、各Ｗｅｂ
ページにあるリンクの数は、リンク切れのリンクの数またはリンク切れではないリンクの
数を求めるときに一緒に求めている。
【００４５】
ランキングのために、具体的には、各Ｗｅｂページにあるリンクの数とリンク切れでは
ないリンクの数の割合を反映した値（本実施の形態では相乗平均の演算値）を演算する（
ＳＴ７）。すべての候補について、演算を実行し、その後この値（相乗平均の演算値）を
キーとしてランキングを行う（ＳＴ９）。そしてランキングの上位にある１以上のＷｅｂ
ページをリンクオーソリティとして決定する（ＳＴ１０）。リンクオーソリティとして決
定する上位のランクにある１以上のＷｅｂページの数は、例えば、リンク数等を参考にし
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て定めればよく、リンク数が少ない場合には、上位の複数のＷｅｂページをリンクオーソ
リティとして用いればよい。一つのＷｅｂページにあるリンクが切れているか否かの確認
作業は、時間と手間（アクセス作業、確認作業）を要する。そこで本実施の形態では、リ
ンクオーソリティ候補として予め絞られた複数のＷｅｂページに関してだけ、この確認作
業を行う。そのため、収集したＷｅｂページのすべてについて確認作業を行う場合と比べ
て、本発明によれば、リンクオーソリティの決定までの時間と労力を少ないものとするこ
とができる。特に、リンク切れの割合が少ないことを基準にしてランキングすると、より
適正なリンクオーソリティ（更新率の高いリンクオーソリティ）を決定できる。図６のア
ルゴリズムからなるプログラムにおいて、ステップＳＴ２によってＷｅｂページ収集機能
が実現され、ステップＳＴ３によりランキング機能が実現され、ステップＳＴ４によって
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リンクオーソリティ候補を定める機能が実現され、ステップＳＴ５及びＳＴ６によってリ
ンクの数を求める機能が実現され、ステップＳＴ７からステップ法ＳＴ９によってランキ
ング機能が実現され、ステップＳＴ１０でリンクオーソリティを決定する機能が実現され
ている。
【００４６】
次に、本発明の実施の形態を用いて実験を行った結果について説明する。リンクオーソ
リティ決定装置によって発見されたリンクオーソリティを利用することにより、リンク切
れ自動修正システムの移動先発見精度はどのように変わるか検証を行った。
この実験ではまず、筑波大学、芝浦工業大学、北海道大学、東北大学、東京大学、名古
屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学の計９大学のドメインに属するサイトの中に含ま
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れるリンクを収集した。本実験で監視対象とするリンクは、これらの収集したリンクのう
ち、リンク元とリンク先が異なるサイトであるようなリンク（合計４９７５０個）である
。したがって、リンクが指している先は学内のサイトとは限らない。監視対象をこれらの
リンクに絞った理由は、リンク先とリンク元とが異なるサイトであればリンク切れが発生
する確率が高いと考えたためである。
【００４７】
これらのリンクを対象に２００５年１月９日より実験を行った。２００５年２月４日時
点で、ＬＩＭサーバは監視対象のうち１４６個のリンク切れを発見した（図１１）。この
うちＷｅｂページ移動によって生じたと考えられるリンク切れは４７個存在した。ここで
、ページ移動によるリンク切れとの判断は次のように行った。つまり、ＬＩＭサーバ探索

10

ログなどを基に、様々な方法で移動先の探索を行い、移動先と考えられるページが発見で
きたものを移動ページとした。ここで移動先発見が成功した場合とは、ＬＩＭサーバが出
力した結果の上位３位以内に正しい移動先が含まれている場合とした。
【００４８】
まず、移動先の探索結果を図１２に示す。図における「ＬＡサーバなし」の行はＬＡサ
ーバを利用せず、「ＬＡサーバあり」の行はＬＡサーバを利用して探索を行った結果であ
る。ＬＡサーバを利用せずに移動先の発見に成功したものは２８個、失敗したものは１９
個、成功率は５９．６％であった。それに対してＬＡサーバを利用した場合は、移動先の
発見に成功したものは３４個、失敗したものは１３個、成功率は７２．３％となった。こ
の結果から見て分かるとおり、ＬＡサーバを利用することにより、ページの移動先発見数
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が２１％増加した。
【００４９】
一方で、ＬＡサーバを利用しても移動先の発見ができなかったものが１３個存在した。
そこで、実験において発見されたＷｅｂページ移動に伴うリンク切れ４７個についてＬＡ
サーバが出力するログなどからＬＡサーバの探索結果についての分析を行った（図１３）
。
【００５０】
その結果、ＬＡサーバがリンクオーソリティと考えられるページを発見でき、正しく更
新されているページは４７個中１２個（図１３ｅ）であった。残る３５個については図１
３ａ〜ｄのように分析した。以下に分類毎の原因の検証を行う。
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【００５１】
分類ａ：この分類に当てはまるものは１８個存在した。これは今回の実験で利用したリ
ンクオーソリティ候補収集の手法が原因であると考えられる。本来、リンクオーソリティ
候補群Ｖとしては、ｕに対してリンクを貼っている全てのページが収集されるべきである
。しかし、今回実験で用いたリンクオーソリティ候補の収集手法ではすべてのページを収
集していないためである。
【００５２】
分類ｂ：この分類に当てはまるものは１４個存在した。これは上述のａと同様の理由も
考えられる。しかし、全てのＷｅｂページにリンクオーソリティが存在するわけではない
とも考えられる。つまり、リンクオーソリティ候補の収集手法の追加や改良を行ってもこ
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のパターンに該当するものを限りなく減少させることは不可能であると考えられる。
【００５３】
分類ｃ：実験ではこのパターンは存在していない。本実験の結果より、前述のリンクオ
ーソリティ候補ランキングのヒューリスティクスが適切だったと考えることができる。こ
の分類に当てはまるものが増加するようであれば、リンクオーソリティ候補のランキング
ヒューリスチクスの見直しが必要である。
【００５４】
分類ｄ：この分類に当てはまるものは３個存在した。これは、Ｗｅｂページの移動が発
生してから、リンクオーソリティが持つリンクを参照するまでの時間が短かったためと考
えられる。正しいリンクオーソリティは、Ｗｅｂページの移動に伴いリンクを正しく修正
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すると考えられるが、それがページ移動が起こった直後に行われるとは限らない。この分
類に当てはまるものは、ページ移動後、ある程度時間が経過した後にリンクオーソリティ
が有効に機能するのではないかと考えられる。
【００５５】
本実験では、特に分類ａと分類ｂとに該当するものが多く存在した。この原因は、本
実験で利用したＬＡサーバのリンクオーソリティ候補Ｖの収集手法に偏りがあったものと
考えられる。リンクオーソリティ候補ｖを効率的に収集するために、候補収集の手法を次
に示す手順で行うことが好ましい。
【００５６】
手順１：全ての監視対象のＵＲＬに対してＡｌｅｘａ
ｎ

Ｓｅｖｅｉｃｅ

Ｗｅｂ

ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ

10

ＡＰＩ（商標）を用いて、ｕへのリンクを持つページを収集。

【００５７】
手順２：全ての監視対象のＵＲＬに対してＧｏｏｇｌｅ

Ｗｅｂ

Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ａ

ＰＩ（商標）を用いて、ｕへのリンクを持つページを収集。
【００５８】
手順３：全ての監視対象のＵＲＬに対してクローラを用いてｕへのリンクを持つページ
がある可能性が高いと考えられる場所からの収集。
【００５９】
上記実験結果では、手順１を用いた収集しか行っていない。そのため、候補の収集が必
ずしも十分なものとならなかったものと考えられる。
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【００６０】
また、ＬＡサーバによってリンクオーソリティと考えられるページが発見されていた１
２個については、ページ移動先の発見に及ぼした影響について検討した（図１４）。その
結果、「リンクオーソリティが発見されていなければ、正しい移動先を上位３位以内にラ
ンキングできなかった」というものが２個存在した。つまり、ＬＡサーバを利用すること
で、これまでのＬＩＭサーバだけでは発見できない移動先を発見することができた。その
一方で、「リンクオーソリティは発見できたが、正しい移動先を上位３位以内評価できな
かった」というものが１個存在した。しかし、これは、ＬＩＭサーバによる移動先候補の
評価手法の問題であり、ＬＡサーバの問題ではなかった。
【００６１】
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上記の実験結果と検討から分かるように本発明の方法及び装置の実施の形態によれば、
従来と比べて、短時間の内に高い精度でリンクオーソリティを決定できることが分かる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】リンクオーソリティの考え方を説明するための図である。
【図２】リンクオーソリティ決定装置の概要を説明するために用いる図である。
【図３】自動修正システムの構成（アーキテクチャ）を示す図である。
【図４】ＬＩＭサーバの基本動作を説明するためのアルゴリズムを示す図である。
【図５】主として前述のＬＡサーバーによって構成される本発明のリンクオーソリティ決
定装置の実施の形態の構成の一例を示すブロック図である。
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【図６】リンクオーソリティ決定装置をコンピュータを用いて実現する場合に用いるプロ
グラムのアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図７】リンクオーソリティ決定装置の処理を説明するために用いる図である。
【図８】属性の内容を示す図である。
【図９】間接相互リンクを説明するための図である。
【図１０】ランキング付けパターンの表を示す図である。
【図１１】実験期間内に発生したリンク切れの数を示す図である。
【図１２】移動先の探索結果を示す図である。
【図１３】リンクオーソリティの探索結果の分類を示す図である。
【図１４】移送先探索におけるリンクオーソリティを利用した影響を示す図である。
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【符号の説明】
【００６３】
１

リンクオーソリティ決定装置

３

Ｗｅｂページ収集手段

５

リンクオーソリティ候補決定手段

７

ランキング手段

９

属性記憶手段

１１

候補決定手段

１３

リンクオーソリティ決定手段

１５

検索手段

１７

ランキング手段

１９

最終決定手段

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図９】

【図８】
【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】
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