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1. は じ め に

ウェブ検索結果の信憑性判断支援

今日，ウェブは日常生活から切り離せないほど重要な情報源となっている．ウェブには日
記のような読み物から，ニュース情報，商品情報，医療情報といった日常生活への影響が大
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きいものまであらゆる種類の膨大な情報がアップロードされている．これらの情報は，検索
エンジン等を通じて誰でも簡単に取得できることもあり，ウェブはテレビや新聞よりも重要

本稿では，ウェブ検索結果の信憑性判断を支援するシステムを提案する．提案シス
テムは，信憑性判断支援を行うために以下の 3 つの機能を提供する: (1) ウェブ検索
結果に対する信憑性の主要判断指標毎のスコア分析および分析結果の可視化，(2) 検
索結果への信憑性フィードバック情報に基づくユーザの信憑性判断モデルの推定，(3)
推定されたユーザの信憑性判断モデルに基づく検索結果の再ランキング．通常，ウェ
ブ検索の検索結果にはタイトルやスニペット，URL 情報しか掲載されておらず，ウェ
ブページの信憑性を判断する材料に乏しい．またウェブ検索のランキングアルゴリズ
ムはユーザの情報要求に対する適合性やウェブページの人気度に基づきランキングさ
れることが多く，信憑性を考慮したランキングは提供されていない．提案システムを
利用することにより，ユーザは信憑性指向のウェブ検索が可能となる．

な情報メディアとして認知されつつある?1 ．
ユーザはウェブ上で自由に情報を閲覧，発信できる一方で，そのような情報は既存のメ
ディア情報のように発信の前段階で検証されることはほとんどない．それゆえ，ウェブ情報
の全てが正確であるとは限らない．例えば，Sillence によると，ウェブには 20000 以上の
医療情報サイトが存在しているが，そのようなサイトの半数以上が医療専門家によるチェッ
クを受けていないとの報告がなされている1) ．また Denning らは，今日最もよく利用され
ているウェブコンテンツの 1 つである Wikipedia の信憑性に対して警鐘を鳴らしている2) ．
その一方で，ウェブを利用する多くのユーザがウェブ情報はある程度信用できると感じてい
るとの調査報告もある3) ．特に，膨大なウェブ情報への窓口として広く利用されているウェ

Enhancing Credibility Judgement of Web Search Results

ブ検索エンジンが返す検索結果に関しては，ある程度信用できると感じているユーザは多
く，ランキング順位が検索結果の信憑性で決定されていると思っているユーザも多数いるこ
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functions: (1) calculation and visualization of scores for Web search results
from main credibility aspects, (2) prediction of user’s credibility model through
user’s feedback for Web search resuls, and (3) reranking of Web search results
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provide only titles, snippets, and URLs for users, and so there are few clues to
judge the credibility of Web search results. Moreover, ranking algorithms of the
conventional Web search engine are often based on relevance and popularity of
Web pages. Few Web search engines use crediblity-based ranking algorithms.
Our proposed system enables users to do credibility-oriented Web search.

とが分かっている4) ．ユーザがウェブ情報の信憑性を意識せずに情報を取得した場合，誤っ
た情報を鵜呑みにしてしまい，場合によっては実害を被る可能性も十分にありえる．このた
めウェブ情報の信憑性を評価，判断支援する機構が必要となる．
これまで計算機科学，特に情報検索の分野ではウェブ情報の質の分析に関する研究が盛ん
に行われてきたが，その分析アルゴリズムの大半はクエリに対する情報の適合性，コンテン
ツの人気度分析に焦点が当てられてきた．現状では，ウェブ情報の信憑性の分析に焦点を当
てた研究は少ない．一方，コミュニケーション学，社会心理学といった分野では古くから信
憑性に関する研究が多く行われてきた5)–8) ．これらの分野では，これまで信憑性に影響する
要因の解明のために研究が行われてきた．しかし，情報の信憑性を検証するための具体的な
アルゴリズムの提案は行われていない．図書館学の研究分野では信憑性評価のためのガイド
ライン9) が提唱されているが，現状ではユーザがウェブ情報の信憑性を適切に評価するこ
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とは難しい．これは以下のような原因が挙げられる：

• ウェブ情報は従来のメディアと比べ，発信者の情報発信能力を評価するための情報，情
報のソース，証拠情報といった信憑性を判断する情報が乏しいこと

• 信憑性を判断するために必要な情報を他の情報ソースから十分に収集するにはコストが
かかりすぎること

点が当てられており，ウェブページの信憑性については議論されることはほとんどなかった．
提案システムを用いて信憑性判断情報の取得およびユーザの信憑性判断モデルに沿った検索
結果の再ランキングを行うことによって，ユーザは信憑性指向のウェブ検索が可能となる．

2. 関 連 研 究

本稿では，ウェブ検索エンジンの返す検索結果の信憑性を判断支援するシステムを提案

信憑性に関する研究はコミュニケーション学や社会心理学などの分野で古くから行われて

し，提案システムがウェブ検索結果の信憑性判断に与える影響について分析を行う．情報の

きた5) ．これらの分野では，信憑性を「受け手によって認知される特性であり，メッセージ

信憑性は情報を受け取るユーザによって異なる主観的な尺度である6) ．そのため，一方的に

やメッセージの発信者に対する受け手の受容度」と定義されている．一般的に情報の信憑性

信憑性判断を行い検索ランキングを提示するシステムは望ましくない．提案システムの目的

は客観的な特性である「真偽（authenticity）」もしくは「正確さ（auccuracy）」と捉えら

は，検索ユーザにウェブ検索結果の信憑性を意識をさせ，ユーザが自身の信憑性判断基準に

れる傾向にあるが10) ，信憑性は受け手や対象とする情報によって「正しさ」の解釈が異なる

従いウェブ検索結果の信憑性を判断しながら，最終的に信憑性の高いウェブページを取得す

主観的な特性であることが分かっている6) ．コミュニケーション学や社会心理学の分野にお

ることを支援することにある．

ける信憑性研究の中心は，信憑性に影響を与える要素の解明であり，これまで信憑性の 2 大

通常のウェブ検索エンジンが返す検索結果リストには，タイトル，スニペット，URL と

要素である trustworthiness と expertise を中心に，様々な信憑性要素があげられてきた6) ．

いったウェブページの内容を表す限られた情報しか掲載されておらず，信憑性判断のための

計算機科学の分野では，質問応答コンテンツや Wikipedia 記事といった特定の Web 2.0

情報に乏しい．それゆえ，信憑性をあまり意識していないユーザは，例えページの内容の

コンテンツを特定の信憑性観点から分析する手法が幾つか提案されている．Vuong らは内容

信憑性が低くともそれに気付くことはない．一方で，信憑性を意識しているユーザにとって

に異議が唱えられている可能性のある Wikipedia 記事の抽出手法について提案している11) ．

も，検索結果に信憑性判断の情報が乏しいため，各検索結果の信憑性を確かめるためには，

Adler らは Wikipedia の編集履歴に着目し，文が編集されずに残ってきた期間を信憑性の

ユーザは他の検索結果と照らし合わせたり，信憑性判断のための情報を別途検索する必要が

指標とし，Wikipedia 記事中の文の信憑性を評価するアルゴリズムを提案している12) ．質

ありコストがかかる．検索エンジンのランキングのアルゴリズムが検索ユーザにとって不透

問応答サイト上のコンテンツの信憑性分析に関しても徐々に行われつつある．Suryanto ら

明なことも，ユーザが信憑性判断を行う上で大きな問題となる．検索エンジンのランキング

は，質問応答サイトにおける回答ユーザの専門性に着目し，質問応答サイトに投稿された回

アルゴリズムは，ユーザの信憑性判断基準に合致しているとは限らない．もしユーザの信憑

答の質を評価する方法を提案している13) ．我々は質問・回答の二部グラフに着目し，質問

性判断基準と検索エンジンのランキングアルゴリズムが合致していない場合，信憑性の高い

ノード間の類似度および回答ノード間の類似度を計算することで，質問に対する回答の典型

ウェブページを効率良く検索することができない．検索ユーザが検索エンジンを通して信憑

性から回答の信憑性を分析する手法を提案している14) ．これらの研究は信憑性観点として

性の高いウェブページを取得するためには，ウェブ検索結果の信憑性を判断するための情報

特定の観点に着目しているが，先に述べたとおり情報の信憑性はユーザや対象によって異な

を提供し，検索ユーザが情報の信憑性を意識しながら検索結果を効率良く取捨選択するた

る．それゆえ，ユーザや対象に合わせて信憑性の分析観点を変える必要がある．

めの機構を提供することが最も重要である．この機構を実現するために提案システムでは，
ウェブ検索エンジンの拡張機能として以下の 3 つの機能を提供する:

ユーザ自らが信憑性判断を行うことを支援する目的とした研究も徐々に行われつつある．

Ennals らが開発した Dispute Finder は，閲覧中のウェブページ中の疑わしいと思ったセ

• ウェブ検索結果に対する信憑性の主要な判断指標毎のスコア分析

ンテンスをユーザが選択すると，センテンスに対する反証候補をウェブから検索し提示する

• ウェブページへの信憑性フィードバック情報に基づく信憑性判断モデルの推定

システムである15) ．我々はユーザから信憑性を疑っているクレームが与えられると，その

• 推定されたユーザの信憑性判断モデルに基づくウェブ検索結果の再ランキング

信憑性を比較確認するのに有用なクレームを検索し，同時にウェブにおけるクレームの認知

これまでウェブ検索研究の多くは，ユーザの検索要求に適合するウェブページの検索の焦

度，認知度の時間的変遷，クレームに対するセンチメントの分散傾向などを提示するシス

テムを開発してきた16) ．Kitturra らは Wikipedia 記事中がある時期にどの程度の編集され
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図 1 信憑性判断の主要指標毎のスコア提示

ローチについて説明する．

3.1 必 要 要 件

以上の要件を満たすため，本稿では下記の 3 つのアプローチでシステムを実現した．

既に述べたように，情報の信憑性は主観的な特性でありユーザによって判断基準が異な

• 検索結果に対する信憑性判断の主要指標毎のスコア分析およびその分析結果の可視化

る．ユーザがウェブ検索結果の信憑性判断を行うためには，様々な観点から信憑性判断が行

• 検索結果への信憑性フィードバック情報を用いたユーザの信憑性判断モデルの推定

えるような情報が検索結果に掲載されていることが望まれる．しかし，通常のウェブ検索結

• 推定されたユーザの信憑性判断モデルに基づく検索結果の再ランキング

果にはタイトル，スニペット，URL，ランキング順位といった情報しか掲載されていない．

3.2 検索結果に対する信憑性判断の主要指標毎のスコア分析およびその分析結果の可視化

そのため，例えばユーザが社会的な受容度の観点から検索結果の信憑性を判断したいような

コミュニケーション学や社会心理学の信憑性研究によると，情報の信憑性の判断指標は

場合，検索結果にそもそも掲載されていない情報が必要となるため，信憑性判断を行うこと

多様であり，情報の受け手や対象とする情報によって異なることが分かっている．判断に

ができない．たとえタイトルやスニペットを他のページと見比べることで信憑性判断が可

用いられる信憑性指標の分類は多数提案されているが，本稿では多くの研究者が信憑性指

能な場合でも，確実な判断を下すためには比較閲覧にかかるコストが大きくなる．例えば，

標として取り上げている accuracy（正確さ），objectivity（客観性），authority（権威），

他のウェブページでも同様の内容が言及されているかを信憑性の判断材料として知りたい場

currency（鮮度），coverage（詳細性および網羅性）を検索結果の信憑性判断のための主要

合，ユーザは非常に膨大な数のウェブページを閲覧し比較する必要がある．このような理由

指標として用いる8) ．

から，様々な観点から信憑性判断するために必要な情報を収集，集約し，簡潔に把握できる
形で判断材料を提示する機構が必要となる．
信憑性指向のウェブ検索の最終目的は，クエリに関するウェブページの中から信憑性が最

信憑性判断のための情報として，任意のクエリに対して得られた各ウェブ検索結果に対し
て，提案システムは信憑性判断の主要指標毎にスコアを算出する．各指標毎に算出されたス
コアは検索結果全体のスコアの分散状況を考慮して正規化される．このようにスコアを正規

も高いウェブページを選択することにあるが，そのようなページを膨大なウェブページの中

化することで，検索結果全体における各検索結果の相対的な位置づけが把握しやすくなり，

から探し出すには非常にコストがかかる．信憑性の高いページを効率良く取得するために

また指標間でスコアの比較が行いやすくなる．スコアを直感的に理解しやすくするために，

は，信憑性を考慮してウェブページをランキングする必要がある．信憑性の判断基準はユー

最終的には図 1 のように，各検索結果に関して信憑性判断の指標に主要指標毎のスコアを

ザや対象とする情報によって異なるため，システム側があらかじめ定義した信憑性指向のラ

レーダーチャート化して提示する．このようなチャートを提示することで，ユーザに検索結

ンキング関数を用いてランキングを行うことは効果的ではない．ユーザの信憑性判断モデル

果の信憑性を意識させると同時に，ユーザは検索結果の信憑性を様々な判断指標から直感的

に応じてウェブページをランキングすることが重要である．そのためには，何らかの方法で

に判断することができるようになる．

ユーザの信憑性判断モデルを推定する必要がある．
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図 2 検索結果への信憑性フィードバックによる信憑性判断モデルの推定．
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再ランキング後

推定された信憑性判断モデルを用いたウェブ検索結果の再ランキング．検索結果は正確さ，権威，網羅性が大
きいものほど上位に再ランキングされている．

3.3 検索結果への信憑性フィードバックを通じたユーザの信憑性判断モデルの推定
ウェブ検索結果リストをユーザの信憑性判断基準に合わせて再ランキングするために，本

標毎のスコアとユーザの信憑性判断モデルを用いて，検索結果毎にユーザの信憑性判断モデ

稿ではユーザの検索結果への信憑性フィードバックを通じてユーザの信憑性判断モデルを推

ルに沿った信憑性スコアを計算し検索結果リストを再ランキングする．再ランキングはユー

定することを提案する．ユーザは，図 2 のように前述した信憑性の主要な判断指標毎のスコ

ザからフィードバックが伝達される度に行われる．図 3 は図 2 のケースで推定されたユー

アを見て，信憑性があると判断した検索結果をフィードバックする．システムはユーザが信

ザの信憑性判断モデルを基に検索結果を再ランキングした例である．

憑性があるとフィードバックした検索結果の信憑性判断指標毎のスコアを解析することで，

情報検索の研究分野でこれまでに提案されてきた適合性フィードバック18) やパーソナラ

ユーザが重要視している信憑性の判断指標を推定する．推定されたユーザの信憑性判断モデ

イズ検索19) は，本稿で提案するアプローチと同じくユーザ毎に検索結果ランキングを最適

ルはユーザが確認できるよう，図 2 のようにブラウザ上にレーダーチャートの形で提示され

化することを目指している．しかし，適合性フィードバックやパーソナライズ検索は，検索

る．図 2 のケースでは，フィードバックされた検索結果は正確さ，権威，網羅性のスコア

要求に対する適合性に焦点を当てた検索結果ランキングの向上を目指しており，信憑性指向

が顕著に高いので，システムはユーザがこれら 3 つの指標を信憑性判断の際に重要視して

の検索結果ランキングを目的とする我々のアプローチとは方向性が異なる．また，我々の提

いると推定する．ユーザは信憑性フィードバックを複数回行うことが可能であり，フィード

案手法はユーザの信憑性判断モデルにあわせて検索結果を再ランキングし信憑性指向のウェ

バックが伝達される度にシステムは既に推定した信憑性判断モデルを修正する．

ブ検索を支援するために，検索結果中のウェブページのコンテンツとそのメタデータの分析

信憑性判断モデルをユーザ自ら記述し，それをシステム側に伝達することはユーザにとっ
て負担が大きい．提案システムでは，提示された信憑性分析チャートを見て信憑性が高いと
感じた検索結果をユーザにフィードバックしてもらうことで，ユーザの負担を減らしつつ
ユーザの信憑性判断モデルを推定することができる．ユーザから伝達される情報はシステム
が理解しやすいことが望ましいが，提案システムではフィードバックされた検索結果の各指
標毎のスコアを直接利用することができるので，システムにとってもコストが少ない．

を行うが，適合性フィードバックやパーソナライズ検索はコンテンツの分析のみを行う点が
大きく異なる．

4. 信憑性判断に用いる主要指標毎のスコア分析
本章では，ウェブ検索結果の信憑性判断指標に用いる accuracy，authority，objectivity，

coverage，currency をスコア化する方法について述べる．これら 5 つの指標に関連する要

3.4 推定された信憑性判断モデルに基づく検索結果の再ランキング

素は様々なものが考えられるが，実用的に分析可能な要素は限られてくる．本研究では各指

本稿では，推定されたユーザの信憑性判断モデルを用いてウェブ検索結果を再ランキング

標に関して以下の観点から分析する：

することを提案する．システムは，各検索結果毎に既に計算されている信憑性判断の主要指

• Accuracy: コンテンツの参照重要度

• Authority: コンテンツの社会的受容度

らの手法は Wikipedia 内のリンクの偏りに着目し，特定のカテゴリから偏ってリンク

• Objectivity: コンテンツの典型度

が張られている語を専門語として抽出するものである．本稿では，ウェブページ中で含

• Coverage: 専門的なトピックの網羅量

まれる専門語の個数をウェブページの詳細度とした．

• Currency: コンテンツの鮮度と更新頻度

コンテンツの鮮度

実際に計算された各指標のスコアは「参照重要度」
「社会的受容度」
「典型度」
「詳細度」
「鮮

コンテンツの鮮度と更新頻度を計算するために，本稿では Internet Archive?3 を用いて

度」「更新頻度」という名称でユーザに提示される．

ウェブページの更新日時を取得した．あるウェブページに関して主要な更新があった時
間の集合を T = {t1 , t2 , ..., tn } としたとき，本稿ではコンテンツの鮮度を C − tn （C
は定数），更新頻度を |T | として計算した．

参照重要度
正確なコンテンツは参照されやすいとの仮説の基，参照重要度を accuracy を反映する

算出された各信憑性判断指標のスコアは検索結果間，および判断指標間で比較可能な形に

指標とする．ウェブにおけるウェブページの参照重要度は PageRank に代表されるア

なっていない．そこで，検索結果ページ群を P = {p1 , p2 , ...pn }，ある信憑性判断指標 x に

ルゴリズムで計算されることが多い．本稿では参照重要度として PageRank を用いる．

関する各検索結果ページのスコアを Sx = {sx (p1 ), sx (p2 ), ..., sx (pn )} とするとき，以下の

?1

プロトタイプの実装では，Google によって提供されている PageRank の値を用いた ．

式によってスコアの分布状況を考慮してスコアを正規化する:

社会的受容度

s0x (pk ) =

社会的に評価が高い，もしくは評判が良いされているコンテンツはある種の権威付けさ
れているとの仮説の基，社会的受容度を authority を反映する指標とする．本稿では社
会的受容度としてソーシャルブックマーク数を用いる．プロトタイプの実装では，ソー
?2

シャルブックマーク数の取得にはてなブックマーク API を用いた ．

10(sx (pk ) − µ)
+ 50
σ

(1)

なお，µ はスコア集合 S の平均，σ はスコア集合 S の標準偏差とする．

5. 信憑性判断モデルの推定とそれに基づく検索結果の再ランキング

コンテンツの典型度
多くのページで言及されている内容は客観性が高いとの仮説の基，コンテンツの典型

提案システムでは，ユーザは 6 つの信憑性判断指標のスコアを確認して，信憑性が高い

度を objectivity を反映する指標とする．コンテンツの典型度の計算には LexRank ア

と判断した検索結果をシステム側にフィードバックする．システムはフィードバックされ

ルゴリズムを用いた20) ．LexRank アルゴリズムは，テキスト群からテキストをノード，

た情報を基にユーザの信憑性判断モデルを推定し，それに基づきウェブ検索結果を再ラン

テキスト間の類似度を枝の重みとするグラフを作成し，グラフ中でのテキストノードの

キングする．本稿では，検索結果 pi の特徴量 v(pi ) を前章で挙げた 6 つの信憑性判断指標

中心性を計算するアルゴリズムである．本稿では，各ウェブページの内容を特徴ベクト

のスコアを用いて v(pi ) = (s1 (pi ), s2 (pi ), s3 (pi ), s4 (pi ), s5 (pi ), s6 (pi )) のように表現する．

ル化し，ベクトル間のコサイン類似度を枝の重みとして LexRank アルゴリズムを用い

ユーザが検索結果 pi は信憑性が高いと判断した情報がシステム側にフィードバックされる

てコンテンツ典型度を計算した．

と，システムは v(pi ) を用いてユーザの信憑性判断モデル u = (u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 ) を推
定する．u は，6 つある指標のそれぞれに対してユーザがどの程度の重要視しているかを表

詳細度: 専門的なトピックの網羅度
検索結果中のウェブページが専門的なトピックをどの程度網羅しているかを計算するた
21)

めに，本稿では Nakatani らが提案している専門語抽出の手法を用いた

．Nakatani

す情報である．
今，ユーザが信憑性が高いと判断しフィードバックした検索結果ページ集合を P =

{p1 , p2 , .., pn } としたとき，ユーザの信憑性判断モデル u の第 n 次元目の値 un を以下
?1 PageRank 取得スクリプト: http://djangosnippets.org/snippets/221/
?2 はてなブックマーク件数取得 API: http://d.hatena.ne.jp/keyword/はてなブックマーク件数取得 API

?3 Internet Archive: http://www.archive.org/web/web.php

の式で定義する：

un = (

1 ∑ sn (p) 3
)
n
|v(p)|

社会的受容度

(2)

更新頻度

p∈P

引用重要度

鮮度

典型度
詳細度

なお |v| はベクトル v のノルムを表す．フィードバックされた検索結果ページの信憑性判断

社会的受容度
更新頻度

指標スコアの相加平均値を 3 乗する理由は，ユーザが重要視している/していない信憑性指

引用重要度

鮮度

標の値を強調するためである．

典型度
詳細度

推定されたユーザの信憑性判断モデル u = {u1 , u2 , ..., u6 } を用いてウェブ検索結果を再

社会的受容度
更新頻度

ランキングする．検索結果 p は以下のランキング関数 rank を用いてスコアリングされる：

鮮度

典型度
詳細度

rank(p) = v(p) · u

(3)

=

(4)

6
∑

sk (p)uk

k=1

6. 評 価 実 験

図4

社会的受容度
更新頻度

引用重要度

引用重要度
鮮度

典型度
詳細度

プロトタイプシステムの動作例．ここでは，クエリ「メニエール病 治療」に関する Google 検索結果に対し
て提案システムを使用している例を示している．

されるようになっている．

6.2 実 験 方 法
提案システムがウェブ検索結果の信憑性判断の支援に有効かどうかを検証するために，プ
ロトタイプシステムを用いて評価実験を行った．

今回の実験では提案システムの有効性を評価するための項目として，(1) 信憑性の高いウェ
ブページを選択できたか（信憑性判断に対する満足度），(2) 効率良く信憑性の高いウェブ

6.1 プロトタイプシステム

ページを選択できたか（信憑性判断の効率）の 2 つを設定した．これら 2 点を評価するため

提案システムの評価を行うために，プロトタイプシステムをウェブブラウザ Safari?1 の

に，ベースラインとして通常の Google 検索のインタフェースを用いた．実験では，用意さ

拡張機能として実装した．ユーザは Google のウェブ検索結果上で実装した拡張機能を起動

れたクエリに対する検索結果を提案システムもしくは Google 検索インタフェースのいずれ

することで，(1) 各検索結果に信憑性の主要な判断指標毎の分析スコアをまとめたレーダー

かを用いて被験者に閲覧させた．被験者には検索結果を閲覧させた後，最も信憑性が高いと

チャートが埋め込まれ，(2) 検索結果にフィードバックを与えることでユーザの信憑性判断モ

感じるウェブページを選択させ，7 段階のリッカート尺度で信憑性スコアを付けさせた（1=

デルに合わせて検索結果を再ランキングすることができる．拡張機能の起動時には Google

極めて信憑性が低い，7=極めて信憑性が高い）．信憑性判断を行う際には，リンク先に飛

検索のランキングは保存された状態になっている．図 4 は「メニエール病 治療法」という

ぶことを禁じて検索結果ページに表示されている情報のみ利用するように制限を加えた．こ

クエリで検索を行った結果に対して，実際に提案システムを使用した例である．
プロトタイプシステムの実装では，ブラウザ側での信憑性分析チャートの描画機能，信

のようなタスクを被験者は計 10 個のクエリに関して行った．表 1 に実験で用いた計 10 個
のクエリを記す．信憑性判断の効率を調べるために，各タスクにおいて検索結果が表示され

憑性フィードバック機能，および再ランキング機能は Javascript で実装した．信憑性判断

てから被験者が最も信憑性が高いと感じたウェブページを選択するまでの時間を計測した．

指標毎のスコア分析の機能に関しては，サーバ側で Python および Sqlite3 を用いて実装を

実験には情報科学を専門とする大学生および大学院生の計 6 人が被験者として参加した．

行った．各検索結果に対する信憑性の判断指標毎のスコアはサーバ側で一時的にキャッシュ

実験では 2 つのインタフェースの効果を順序効果の統制を行いながら比較するために，被
験者を 2 グループ（A，B）に均等に分割し，また 10 個のクエリを 2 グループ（X，Y）に

?1 Safari: http://www.apple.com/jp/safari/

トピック毎に均等に分割し，以下のような手順で評価を行った．まず実験を開始する前に，

表 1 実験に用いたクエリ．

ア，およびそのウェブページを選択するのに所要した時間を検索インタフェース毎に記す．

クエリ群 X

クエリ群 Y

“京都 有名な観光地”，“夫婦別姓 是非”
“メニエール病 治療”，“地球温暖化 原因”
“破産手続き”

“東京 有名な観光地”，“子ども手当 是非”
“パーキンソン病 治療”, “邪馬台国 所在”
“遺産相続 手続き”

表 2 によると，信憑性が最も高いと感じられるページに付けられた全被験者の平均信憑性
スコアは，提案システムを用いた場合（5.83 ポイント）と通常の Google 検索インタフェー
スを用いた場合（5.6 ポイント）を比べた場合，提案システムの方がスコアが 0.23 ポイント
上回っているが，大きな差は見られなかった．より詳細に考察するために，被験者毎に信憑

表 2 信憑性が最も高いと感じられるウェブページに被験者が付けた信憑性スコアの平均値，およびそのウェブペー
ジを選択するのに所要した時間の平均値．括弧内の値は各値の標準偏差を表している．
提案システム
信憑性スコア
所要時間（秒）

5.83 (0.64)
195 (103)

Google
5.63 (0.82)
212 (93)

性スコアの平均値を調べた．その結果を図 5 に記す．図 5 によると，6 人中 4 人の被験者
は，提案システムを用いた場合の方が最終的に選択したページに対してやや高い信憑性スコ
アを与えた．一方，6 人中 2 人の被験者は Google 検索インタフェースを用いた場合の方が
最終的に選択されたページに対してやや高い信憑性スコアを与えた．検索結果の信憑性の感
じ方に対して提案システムがポジティブな影響を与えるかネガティブな影響を与えるかは被
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2
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6
所要時間（秒）

信憑性スコア

450

提案システム
Google

なかった．これは，検索結果に対して信憑性判断の主要指標毎にスコアを計算し，その結果
を可視化して提示しても，タイトルやスニペットといったページ内容を吟味して信憑性判断

250
200

を行う場合と比べて，被験者がウェブページに対して感じる信憑性は大きくは変わらないこ

150

とを示唆している．
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図 5 被験者毎の信憑性スコアの平均

ユーザ6

験者によって異なってはいたが，その影響の程度はどの被験者に関してもそれほど大きくは

表 2 によると，信憑性が高いと感じるページの選択に所要した時間は，提案システムを用

0
ユーザ1

ユーザ2
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図 6 被験者毎の所要時間の平均

実験の趣旨と提案システムの機能を説明した．次に，実験に用いるクエリとは別のクエリを
用いて被験者に提案システムを試用させた．提案システムの試用が終わり次第，被験者はタ

いた場合の方が Google の検索インタフェースを用いた場合よりも平均で約 20 秒程度短い
ことが分かった．個の結果から，平均的には通常の検索結果インタフェースよりも提案シス
テムのインタフェースの方が信憑性判断の効率の点で有用であると言える．
しかし，被験者毎に所要時間を調べると一部の被験者については傾向が異なることが分

スクを開始した．グループ A の被験者は，先にクエリ X 群を用いたタスクを提案システム

かった．その結果を図 6 に記す．6 人中 4 人の被験者は，提案インタフェースを用いること

で行った後，クエリ Y 群を用いたタスクを Google 検索インターフェースで行った．グルー

でより短時間で信憑性の高いウェブページを選択できるようになった．一方，2 人の被験者

プ B の被験者は，先にクエリ X 群を用いたタスクを Google 検索インタフェースで行った

は提案インタフェースを使用することで信憑性の判断が遅くなった．我々はこの結果から，

後，クエリ Y 群を用いたタスクを提案システムで行った．

ユーザには経済的に信憑性判断を行うタイプと，慎重に信憑性判断を行うタイプが存在す

表示される検索結果数は 2 つのインタフェースともに 50 個に固定した．本来，提案シス

るという可能性を考えた．先の信憑性スコアの分析結果と総合すると，経済的に信憑性判

テムは起動要求を受け取った後に各検索結果に対して信憑性判断の主要指標毎にスコア計算

断を行うユーザは，視覚化された信憑性判断指標毎のスコアを確認することで，時間を節

を行う．今回の評価実験ではタスクの所要時間を正確に計測するために，各クエリに関する

約しながらもページ内容を吟味して信憑性を判断する場合と同程度の信憑性判断を行うこ

検索結果の信憑性判断スコアを実験開始前に計算しておき，被験者がクエリが投入された直

とができると考えられる．このようなユーザにとっては，検索結果への信憑性フィードバッ

後にキャッシュ済みのスコアが提示されるようにした．

クとそれに基づく再ランキング機能は，信憑性の高いページを効率良く選択するのに有用

6.3 結

果

表 2 に信憑性が最も高いと感じられるウェブページに対して被験者が付けた信憑性スコ

であろう．一方で，慎重な信憑性判断を行うユーザが提案システムを使用する場合，ウェブ
ページの内容吟味に加え，追加提示された信憑性判断情報の吟味も行うために信憑性判断

に時間がかかってしまうことが考えられる．これらの仮説を検証するためにも，被験者が信
憑性判断を行う際の慎重さを事前に調査し，慎重さの違いによって提案システムの使い方，
有効性が異なるかを調査する必要がある．
上の分析では，検索結果への信憑性フィードバックに基づく被験者の信憑性判断モデル推
定およびそれに基づく再ランキング機能の有効性は詳細には分からない．そこで，評価実験
中に収集された計 84 回のフィードバック情報のログを分析した．今回の実験では，6 名の

表3

被験者毎の信憑性判断モデル．被験者 4 は特に積極的にフィードバックを行っていた被験者．

被験者
被験者
被験者
被験者
被験者
被験者

1
2
3
5
6
被験者 4*

社会的受容度

参照重要度

内容の典型度

内容の詳細度

内容の鮮度

更新頻度

0.100
0.068
0.059
0.098
0.057
0.059

0.062
0.076
0.093
0.069
0.096
0.072

0.036
0.029
0.062
0.041
0.091
0.055

0.058
0.131
0.060
0.090
0.042
0.058

0.057
0.041
0.064
0.048
0.059
0.066

0.062
0.050
0.058
0.042
0.060
0.069

被験者のうち 5 名は平均 8.4 回のフィードバックを行った．1 名の被験者は積極的にフィー
ドバックを行っており総計 40 回のフィードバックを行った．各被験者の信憑性判断モデル

象となっているウェブページのトピックによっても異なることが予想される．例えば，ある

について議論するために，各被験者がフィードバックしたログ情報と式 2 を用いて，被験者

ユーザは政治系のウェブページの信憑性を判断するときには社会的な受容度を重視するが，

毎の信憑性判断モデルを数値化した．その結果を表 3 に記す．表中の各値は 6 種類の信憑

科学系のウェブページの信憑性を判断するときは著者の肩書きを重視する，といったケース

性判断指標に対する重みを表している．従って，特定の指標の重みが大きい場合，被験者は

は十分に考えられる．また，表 3 で述べた被験者 4 のように，特定のトピックに対しては

信憑性を判断する際にその指標を重視していると考えることができる．表 3 によると，被験

信憑性判断の明確な基準を持っていないユーザの存在も十分に考えられる．それゆえ，実験

者 1 は社会的受容度を，被験者 2 は内容の詳細度，被験者 3 は参照重要度，被験者 5 は社

の規模を大きくし，クエリのトピックを分けた実験計画を設けて仮説の立証を行う必要が

会的受容度と内容の詳細度，被験者 6 は参照重要度と内容の詳細度を信憑性の判断基準と

ある．

して特に重要視していることが分かる．被験者 4 は特に重要視している信憑性の判断基準

表 3 で述べた被験者 4 のように，信憑性判断の明確な基準を持っていないユーザの検索

が表からは見受けられなかった．被験者 4 のフィードバックログを分析したところ，特定

支援をどのように行うかは重要な課題である．提案システムは通常のウェブ検索結果では確

のクエリのタスクにおいて，被験者 4 は 6 つの信憑性判断指標のうち，どれか 1 つの指標

認できない様々な信憑性判断指標のスコアを顕在化し，ユーザから信憑性フィードバックを

のスコアが顕著に高い検索結果に対して信憑性フィードバックを行っており，それでうまく

得ることで，ユーザの信憑性判断モデルに合った検索ランキングを提供することができる．

納得のいく再ランキング結果が得られなかった場合は，別の信憑性判断指標のスコアが高

しかし，信憑性判断基準を持っていないユーザはシステムが提示する信憑性の主要な判断指

い検索結果にフィードバックを行いを再ランキングを行う，という行動を繰り返していた．

標毎のスコアを見ても満足に信憑性判断ができない．そのため，提案システムを最大限に活

この結果，推定される信憑性判断モデルにおいて特定の信憑性判断尺度に対する重みが大き

用して信憑性の高いウェブページを検索することができない．Petty らが提唱する精査可能

くならなかった．この種の行動は，特定のクエリに対しては被験者 4 はどのような信憑性判

性モデルによると，人は与えられた情報に対して興味がある，もしくはその情報を理解す

断尺度で信憑性を判断すべきか分からなかったため，システムが提示した信憑性判断指標の

るだけの能力を持っている場合，情報の信憑性を注意深く吟味するが，与えられた情報に対

スコアを見て，特に顕著な指標を信憑性判断指標として採用しようとしていたということが

して興味がない，もしくはその情報を理解するだけの能力が不足している場合，表層的な

考えられる．

手がかりのみで情報の信憑性を判断する，ということが明らかになっている22) ．表 3 の被

6.4 考

察

今回の実験では，ウェブページが対象としているトピックを考慮せずに提案システムの有

験者 4 は後者のケースと考えられる．このようなユーザの信憑性判断を支援するためには，
ユーザが検索トピックに対する知識量が抱負であるか否かを判定することが必要である．そ

効性を評価した．本研究の前提として，ユーザの大半はユーザ固有の信憑性判断基準を持っ

のうえで，自信をもって信憑性判断を行っている他のユーザの信憑性判断モデルを分析し，

ており，それに従ってウェブ検索結果の信憑性判断を行うという仮説を立てた．表 3 の実験

信憑性を判断する上で有用な判断基準をユーザに推薦するなどのアプローチが必要となる．

結果から，被験者によって信憑性判断の基準が異なる場合があることは分かったものの，実
験が小規模なため仮説を立証にはいたっていない．また，ユーザの信憑性判断基準は判断対

7. お わ り に

立行政法人情報通信研究機構の高度通信・放送研究開発委託研究「電気通信サービスにお
ける情報信憑性検証技術に関する研究開発 課題ア Web コンテンツ分析技術」
（研究代表者:

本稿では，ウェブ検索結果の信憑性判断を支援するためのシステムを提案し，プロトタイ

田中克己），科学研究費補助金特別研究員奨励費「「Web 情報の信頼性の評価」に関する研

プシステムを実装した．提案システムは信憑性判断の支援のために以下の 3 つの機能を持

究」
（研究代表者：山本祐輔，課題番号 09J01243）によるものです．ここに記して謝意を表

つ: (1) 信憑性の主要判断基準毎のスコアの分析とその分析結果の可視化，(2) 検索結果へ

します．

の信憑性フィードバックを通じたユーザの信憑性判断モデルの推定，(3) ユーザの信憑性判
断モデルに基づくウェブ検索結果の再ランキング．
本稿では提案システムを評価するために小規模な実験を行った．実験結果から，経済的に
信憑性判断を行うユーザには，提案システムはウェブ検索結果の信憑性判断に効率の点で特
に有用であることが分かった．今後は提案システムを改善していくために，クエリの種類，
ユーザの種類を分けて提案システムを利用してもらい，信憑性判断の効率，判断の妥当性の
観点から提案システムの有効性について評価を行う予定である．本稿で提案したシステムは
ユーザの自発的な信憑性判断を行うための支援を目的としたが，信憑性指向のウェブ検索を
支援する方法としては，システム側であらかじめ計算された信憑性指向の検索ランキングを
提供するということも考えられる．いずれのアプローチがユーザが信憑性指向の検索を行う
うえで有効であるかを比較検討していくことは重要である．
提案システムは信憑性の判断支援を行うためには不十分な点も多い．今後は，収集された
検索結果への信憑性フィードバックのログを解析することで，明確な信憑性判断モデルを
持っていないユーザに対して，他ユーザが用いる有用な信憑性判断基準を推薦する機能につ
いても検討していく．最終的にユーザが信憑性の高い情報を取得するためには，本稿で提案
したような信憑性の主要尺度のスコア提示や信憑性ベースのランキング手法に，他の信憑性
判断尺度に関する考察，証拠情報の検索，提示も重要となる．
これまで，情報検索の分野ではユーザの検索要求に対して適合するコンテンツの検索技術
に焦点が当てられてきた．玉石混淆のウェブでユーザが安心して情報を検索・閲覧できるよ
うになるためには，今後は適合性や人気度に焦点を当てた情報検索システムだけでなく，信
憑性を焦点を当てた情報検索システムが重要となるであろう．本稿で提案したシステムは信
憑性指向の検索を支援できると信じている．
謝辞 本研究の一部は，グローバル COE 拠点形成プログラム「知識循環社会のための情
報学教育研究拠点」「研究代表者：田中克己），文部科学省科学研究費補助金特定領域研究
「情報爆発時代に向けた新しい IT 基盤技術の研究」，計画研究「情報爆発に対応するコンテ
ンツ融合と操作環境融合に関する研究」（研究代表者：田中克己，課題番号 1809041），独
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