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あらまし 「恐竜は 6500 万年前に絶滅した」といったような知識の信頼性を確認する際，現在では検索エン
ジンの検索結果を用いて確認が行われている．しかし，ユーザの確認した Web ページのみで判断を行うのは，
個々のページの信頼性が低いことやページが網羅的に確認されていない点に問題がある．そこで我々はユーザが
真偽に確信が持てない知識の信頼性を判断支援するシステムを提案する．本稿では， 知識の信頼性をそれに関連
する Web ページの品質評価，言語的な分析，ページの生成時間分析から判断支援する方法を述べ，ならびに実
装，その評価を行う．類似のシステムとして WebQA が挙げられるが， 今回提案するシステムはユーザの質問
に対する回答を発見することが目的ではなく，知識の信頼性を積極的に判断支援する点で異なる．提案手法では
まず知識を言及する Web ページの評価と知識が言及された文脈の分析を行った．さらに，ある時期においてあ
る知識がどの程度 Web 上で言及されているか，どの程度継続して言及されているかを分析することで，時間的
な観点からの知識の信頼性を評価し，その有効性の確認を行った．
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た．調査では被験者に対して予め用意した曖昧な知識

1. は じ め に

の真偽を Web 検索を用いて調べるタスクを与え，そ

ある知識の真偽について調べたいとき，Web を用

の際に重要視した項目を答えてもらった．その結果を

いてそれを調べることは広く行われている．ユーザの

図 1 に記す．結果に示されているように「知識を含む

多くはその知識に関するキーワードを Web 検索エン

ページ数」「信頼できるソースの存在」は信頼性の評

ジンに入力し，その知識に関するページの数を調べた

価方法としては重要な要素となっている．

り，その知識に関して信頼のおける Web ページを探
そうと試みる．これは個々のページの信頼性が低いと
いう Web の欠点を補うためである．本研究ではユー
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図 1 Web 検索を用いた際に重視した項目
The important criteria using web search engines
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しかしこれらを確認する作業は非常に労力がかかる．
何らかの情報を探す手段 (informational search)，特定
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の Web サイトを見つける手段 (navigational search)

Web から探し出すという点で本稿で提案しているシス

といった一般的な Web 検索エンジンの使用法 [3] とは

テムと類似しているが，システムの最終目的が異なる．

異なり，Web を用いた信頼性の確認は第 3 の使用法

WebQA はユーザから入力された質問に対する答えを

とも言える．
そこで我々は疑わしいと思う知識の信頼性を判断支
援するためのシステム「ほんと？サーチ」を開発して

見つけるために Web を用いるが，ほとんどの WebQA
は質問の答えを見つけるに留まっており，本システム
のような信頼性の判断支援は行われていない [1]．

いる [12]．ほんと？サーチでは知識の絶対的な真偽を

2. 2 単語のダイナミクス

決定するではなく，ユーザが信頼性を判断する上での

本システムでは知識を含む Web ページの出現時期

情報支援に焦点が当てられている．

に着目することで曖昧な情報を排除する．Kleinberg

情報の信頼性には社会的な受容度，情報提供者の

は時系列データから単語の頻度の変化を分析する方法

信頼性，内容の網羅度や詳細度など様々な評価尺度

として”word burst”を提案している [7]．一方で本シ

が考えられる．社会的受容度の観点からの評価とし

ステムではフレーズの言及度の時間的変化に着目し

ては PageRank に代表されるリンク解析 [8]，Social

ている．Kizasi（注 1）は最近人気を博しているキーワー

Bookmark を利用した人気度分析，情報提供者の信

ドを抽出するオンラインシステムである．これはキー

頼性からの評価としては Web ページの更新頻度を分

ワードのみに焦点をあてているが，本システムではフ

析し，コンテンツをどの程度熱心に作り込んだかを

レーズに焦点をあてており，この点で異なる．

評価する方法 [4]，内容の網羅性や詳細度からの評価

2. 3 Web アーカイブ

としては Nakamura らの研究が挙げられる [10]．し

Web アーカイブは Web の過去の状態を保存してお

かし「知識」の信頼性の評価方法に関しての議論は少

り，それらには社会が持っていた過去の知識が直接反

ない．個々の知識にはハイパーリンクが張られていな

映されている．Web アーカイブには過去の知識抽出と

いのでリンクに基づく評価ができない，といったよう

いう大きな可能性があるにもかかわらず，有用なアー

に Web ページの評価方法をそのまま知識の評価に適

カイブの活用方法にはほとんど関心が持たれていない．

応することは難しい．そこで本稿では知識の評価尺度

Aschenbrenner と Rauber らは古典的な Web マイニ

として「社会からの言及度」と「知識を言及している

ングの手法を Web アーカイブに適用する方法を提案

Web ページの品質」を用いる．以下ほんと？サーチの

している [2]．Arms らは最近の研究で Web のコンテ

概要を記す．ほんと？サーチではまずユーザは不確か

ンツと構造の進化を調査するためのプラットフォーム

に思う知識をフレーズの形で入力する．フレーズが入

を形成することを主眼にしたプロジェクトについて報

力されると，システムはそれを修正したクエリを用い

告している [11]．

て Web サーチエンジンからインデックスを取得する．
得られたインデックスとユーザの入力した知識から言

3. 解候補知識の収集

語学的処理を行い，それと類似，対立する解候補語を

本章では入力された知識に対する解候補知識を抽出

抽出し，解候補知識を生成する．さらに得られた解候

する方法を述べる．本システムでは入力した知識の特

補知識が Web 上でどの程度の品質のページからどの

定の部分をユーザに指定させることで，システムはそ

程度の数から言及されているかを評価する．さらにシ

の箇所に意味的に適合するような別のキーワードを

ステムは知識がどの時期に発生したかを Web アーカ

Web から取得する．ユーザによって指定された箇所を

イブを用いて分析し，知識がある一時期だけ言及され

「ターゲット」と呼ぶことにする．取得されたキーワー

ていたのか，長い間言及され続けてきたかを判断する

ドと元の入力された知識から復元された知識を「解候

ための情報を提示する．最後にシステムが評価した結

補知識」と定義する．

果を判断支援の情報としてユーザに提示する．以上が
ほんと？サーチの概要である．

2. 関 連 研 究

解候補知識を Web から抽出する具体的な手法を図

2 に記す．
（ 1 ） 入力されたフレーズをターゲット T によって

P1 ,P2 の二つに分割する．

2. 1 Web QA
WebQA システムはユーザの疑問文に対する答えを
2

（注 1）：Kizasi, http://kizasi.jp/
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Input knowledge

て PageRank を用いる．

納豆は ダイエット に効果的
User speciﬁes variﬁcation target

納豆は

に効果的

System inputs conjunctive query into WSE
Web Search Engine
Snippets in results

Return results

納豆は ダイエット に効果的
納豆は
肥満
に効果的
納豆は チフス に効果的
Extract candidate terms

ダイエット 肥満

チフス

図 2 解候補知識の抽出手順
Fig. 2 Procedure of candidate knowledge extraction

4. 2 知識に対する言及者の立場
解候補知識をフレーズとして含む Web ページを集
約する際の問題として，Web ページがその知識をどの
ように言及したかが挙げられる．例えば「村上春樹が
ノーベル文学賞を受賞」の場合，検索結果中には「受
賞した」という肯定の意味以外にも「受賞したのは間
違いだった」や「受賞できなかった」など否定の意味
で言及しているページも存在する．よってこれらを区
別して知識を集約する必要がある．
そこで Web 検索エンジンで収集した検索結果中の
スニペットから知識が含まれているセンテンスを抽出
し，そのセンテンスが肯定的か否定的かを形態素解析

（ 2 ） システムはクエリ “P1 & P2 ”を Web 検索エ
ンジンに投げる．次に，検索結果のスニペット (検索
結果ページ要約) をセンテンスに分割し，各センテン
ス中で正規表現 /P1 (.*) P2 / にマッチする部分を解候
補語として抽出する．ただし分割されたクエリと解候
補語の間の意味的な繋がりを重要視するために，ター
ゲット T と同じ品詞の場合のみ解候補語として抽出す
ることにする．
（ 3 ） 最後に解候補語を元のフレーズを分割した P1
と P2 の間に挿入することで解候補知識を生成する．

4. 知識の信頼性判断支援
本章では知識の信頼性を判断支援する方法を述べる．
前章の手法で得られた知識の信頼性を Web 上での
言及度という観点から求める手法としては，単純には
それを含む Web ページ数を求めるということが考え
られる．しかしこの方法は多数決にすぎない．そこで
本章では単純に検索結果数を使うのではなく，検索結
果に含まれるページ自身の評価，知識が言及される際
のコンテキストを分析することでより正確な知識の信
頼性判断支援を行う．

4. 1 知識を言及しているページの評価
知識の信頼性を単純な多数決で評価する場合，専門
的なページから言及されていた場合と Blog から言及
されている場合でも同じ一票として扱われてしまう．
二つの類似の知識のどちらが信頼できるかを判断した
い場合，多数決では同じ評価になるものもページの評
価に差があれば信頼性に差が出る．本研究では「ペー
ジの品質が高いほどそこで言及されている知識の信頼
性も高い」という仮説を置き，ページの評価方法とし

と事前に構築した否定語ルールを用いて判定する．否
定語ルールは以下とする．
（ 1 ） 動詞/形容詞/形容動詞 + 否定を表す助動詞
（ない）
（ 2 ） 解候補知識と同一センテンス内に「嘘，ウソ，
うそ，間違い，誤り，ミス」という語を含む
システムは上記ルール (1) を満たす表現が各スニ
ペット中にあるかを形態素解析を用いて判定する．そ
の際にルールを満たす表現が何回出現したかを保持し
ておく．次にルール (2) を満たす表現が各スニペット
中にあるかを判定する．ルール (1) と同様にルールを
満たす表現が出現した回数を保持しておく．両ルール
の判定を行った後にルール (1) とルール (2) を満たす
表現の出現回数の和を求める．この和が偶数であれば
スニペットは「肯定的」，奇数であれば「否定的」で
あるとする．このような操作を行う理由は「納豆はダ
イエットに効果的 でない，というのは 嘘 である」と
いったような「二重否定」を肯定的と判定させるため
である．
以上の手順により各 Web ページが知識に対して肯
定的か否定的かを判定する．

4. 3 モダリティを考慮した言及確信度の分析
同じ知識について言及するにしても，
「恐竜は 6500
年前に絶滅した」という表現と「6500 万年前に絶滅し
たかもしれない」という表現では言及に対する確信度
が異なり，二つの表現が等価であるとして集約するの
は適切ではない．
このような文の述べ方を言語学では「真偽判断モダ
リティ」という．真偽判断モダリティは以下のような
3
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ものが挙げられる．

•

確言（〜φ）

•

推量（〜だろう，〜まい）

•

蓋然性判断（〜かもしれない，〜ちがいない）

くなる．T Score(Kj ) は肯定派意見が強いと正になり，

•

証拠性判断（〜らしい，〜ようだ，
（〜し）そ

否定派が強いと負になる．両立場が混在するとスコア

うだ）

T Score(Kj ) の値は，多くの良質な Web ページか
ら確信を持って知識について言及されているほど大き

が相殺し合い，結果として知識の信頼性は低くなる．

•

当然性判断（〜はずだ）

•

伝聞（（〜する）そうだ）

•

説明（〜のだ，〜わけだ）

5. 知識の生成時期の分析
４章で提案した手法によって収集された Web ペー

これらを用いてある各 Web ページの知識に対する

ジはそれぞれ生成時期が異なる．よってそれを考慮せ

言及確信度を定義する．ここで項目毎に確信度を定義

ずに求められた解候補知識の言及度を信頼性判断支援

することも考えられるが問題を単純化するために，確

に用いるのは適切ではない．例えば，
「次の夏季オリン

言以外のモダリティに関しては同程度曖昧な確信度し

ピックの開催都市は北京である」という情報はイベン

か持たないとする．さらに確言とそれ以外のモダリ

トが開催される 2008 年までは正しい．この例からも

ティ（真偽判断モダリティ）との確信度の比を 1: 12 と

分かるように知識の信頼性は時間に強く依存する．

する．実際にある Web ページの知識に対する言及確
信度を求めるには，知識を含むセンテンスとそれから
距離 1 以内にある周辺のセンテンスを抽出し，その中

以下時間的な観点から知識の信頼性を判断支援する
尺度を定義する．

5. 1 Web ページの生成時期の分析

で真偽判断モダリティが何回出現したかを求める．最

本システムでは Web ページの生成時間を測定するた

終的にある Web ページの知識に対する言及確信度は

めに Internet Archive（注 2）を用いる．Internet Archive

真偽判断モダリティの出現数を m とすると ( 21 )m で

の Web インタフェースである Wayback Machine に

表すことができる．

履歴を見たい Web ページの URL を入力すると，閲

4. 4 言及ページの評価とコンテキストを考慮した
知識の信頼性

4.1 章，4.2 章，4.3 章の議論より知識の信頼性を言
及確信度とし以下のステップで算出する．
（ 1 ） 解候補知識 Kj をフレーズの形でクエリとし
て Web 検索エンジンに投げる．検索結果の上位 n 件

P = {p1 , p2 , ..., pn } を取得する．
（ 2 ） pi ∈ P の そ れ ぞ れ に 対 し て PageRank

P Rank(pi ) を取得する．
（ 3 ） pi ∈ P 中の Kj を含むセンテンスを抽出し，
それが肯定的であるか否定的であるかを判定．肯定で
あれば σi = 1，否定であれば σi = −1 とする．
（ 4 ） pi ∈ P 中の Kj を含むセンテンスとそれに近

覧可能な過去のページのスナップショットをタイムス
タンプと共にリスト化したものを得られる．リストに
ある最も古いタイムスタンプをその Web ページの生
成時期として見ることができる．

Internet Archive をタイムスタンプの取得に利用
し，月単位で Web ページの生成時期の測定を行う．
本システムでは Internet Archive はタイムスタンプ
の取得のためだけに用い，アーカイブの取得は行わな
い．これにより，同じ URL に記述された知識がある
時期に書き換えられてしまっていた場合は正確に生成
時期を測定できない．しかし，本システムでは十分な
数の Web ページを時期毎に集約するため，仮に生成
時期を正確に測定できないページがあった場合でも，

接するセンテンスを抽出し，真偽判断モダリティの頻

集約によりその影響を小さくすることができる．よっ

度 mi を求める．

てアーカイブを取得して知識の記述があるかどうか確

（ 5 ） P = {p1 , p2 , ...，pn }, Σ = {σ1 , σ2 , ..., σn },

M

=

{m1 , m2 , ..., mn } か ら Kj の 信 頼 性

T Score(Kj ) を計算する．
T Score(Kj ) の計算式は以下のように定義する．

認しなくとも，知識の生成時期の測定には影響はない．

5. 2 ある時期における知識の信頼性判断支援
時期 t における知識 Ka の信頼性 T empT Scoret (Ka )
を以下のように定義する．

T Score(Kj ) =

∑n

i=1

4

σi ∗ (P Rank(pi ) + 1) ∗ ( 12 )mi

（注 2）：Internet Archive, http://www.archive.org/web/web.php
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肯定 (人手)
否定 (人手)

肯定
(本システム)
159
43

否定
(本システム)
35
42

曖昧さ”なし”(人手)
曖昧さ”あり”(人手)

曖昧さ”なし” 曖昧さ”あり”
(本システム) (本システム)
159
15
73
32

表1

肯定/否定の判定能力評価 (左表) と知識の言及に対する曖昧さの判定能力評価 (右
表): 表中の数字は評価件数を表す．システムの判定能力は肯定 82.0%，否定 49.4%，
曖昧さ”あり”30.5%，曖昧さ”なし”91.4%であった
Table 1 Estimation of positive/negative judgement function and modality judgement function: The number in the above table means frequency. The
precision was 82.0% for positive opinions, 49.4% for negative opinions,
30.5% for ambiguous opinions, and 91.4% for not ambiguous opinions.

T empT Scoret (Ka ) =

∑n

σt
i=1 i

る言及かを分類した．それらを正解セットとしてシス

∗

(P Rank(pti )

+ 1) ∗

t
( 21 )mi

P =

テムの判定能力を評価した結果を表 1 に記す．
表 1 の右表からは言及が”曖昧である”と判定する能

where:
{pt1 , pt2 , ..., pti }

is the collection of web pages which was

力が極めて低いことが分かる．人手で判断した結果と
照らし合わせてみると，4.3 章で提案した真偽判断モ

created at time t

ダリティを判定することは成功しているが，真偽判断

T empT Scoret (K) を定義するとある時期において
どの知識が最も信頼できるかを評価することができ
る．時期 t において知識 A と知識 B のどちらか信頼
t

モダリティ以外の作用で表現が曖昧になってしまって
いる事例が多数存在した．
表 1 の左表からは言及の立場の判定能力は肯定判定

できるかを評価したい場合，T empT Score (Ka ) と

能力は高いが，否定判定能力が低いことが分かる．真

T empT Scoret (Kb ) を比較すればよい．

偽判断モダリティ分析，肯定否定分析ともに，(1) 辞

6. 実

験

6. 1 知識に対する言及立場及び言及確信度の判定
能力に関する評価

書が貧弱であったこと，(2) 厳密な係り受け回生を行っ
ていないこと，が精度が低くなった主な原因としてあ
げられる．

6. 2 解候補知識の発見と信頼性評価

4.2, 4.3 章で提案した知識に対する言及者の肯定的/

解候補知識を取得するために，Yahoo! Search APIs

否定的立場を判定する方法，及び知識に対する言及の

を使用し，Web 検索エンジンの検索結果上位 1000 件

曖昧さを判定する方法を評価するために，Web 検索

を取得した．次に 3 章で述べた手法を用いて，検索

エンジン Yahoo!のインデックスにアクセスする Web

結果のスニペットから解候補語を抽出した．このとき

サービス，Yahoo! Web Search APIs（注 3）を使用した．

形態素解析には Mecab（注 4）を使用した．また解候補語

「納豆はダイエットに効果的」「村上春樹がノーベル文

の頻度を求め，最大頻度の 15%以下の頻度の語を除

学賞を受賞」「邪馬台国九州説」「朝青龍は仮病」の 4

外した．最後に生成した知識をフレーズクエリとして

つをクエリとしてフレーズ検索により検索結果 300 件

Yahoo!のインデックスから上位 1000 件を取得し，4

を取得した．次に検索結果のスニペットを対象として

章で提案した手法を用いて知識の信頼性を評価した．

4.2 章で提案した方法を用いて各検索結果ページの入

実験例として「邪馬台国九州説」「村上春樹がノー

力知識 (フレーズ) に対して肯定的な立場か否定的立

ベル文学賞を受賞」を取り上げる．なおターゲットと

場かを判定した． また同様の検索結果のスニペットを

してはそれぞれ「九州」「ノーベル文学賞」を指定し，

対象に，4.3 章で提案した手法を用いて言及に曖昧さ

その部分に関する信頼性を評価した．

があるか否かを判定した．
システムの判定能力を評価するため収集した検索結
果 300 件のスニペットを人手により肯定的な言及，否
定的な言及に分類した．また人手により曖昧さを感じ

表 2 は 2 つのサンプル知識とそれに対する解候補知
識の単純な頻度と提案手法との比較した結果を示して
いる．
「邪馬台国九州説」からは解候補語として「畿内」
「東遷」「大和」などが抽出された事が分かる．単純な

（注 3）：Yahoo! Web Search APIs,
http://developer.yahoo.com/search/web/V1/contextSearch.html

（注 4）：Mecab, http://mecab.sourceforge.jp/
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邪馬台国九州説
Cand.
Freq.
畿内
1430
九州
1100
東遷
444
大和
369
吉備
47
中津宇佐
4
岩手県
2

邪馬台国九州説
Cand.
TScore pos./neg.
九州
342.875 368/128
畿内
326.125 554/341
東遷
217.5
302/142
大和
77.25
153/133
吉備
15
12/8
岩手県
-4
2/2
中津宇佐
-6
0/2

村上春樹が
ノーベル文学賞を受賞
Cand.
Freq.
フランツカフカ賞
75
カフカ賞
48
ノーベル文学賞
40
群像新人賞
6
オコナー賞
5
芥川賞
1

村上春樹が
ノーベル文学賞を受賞
Cand.
TScore pos./neg.
フランツカフカ賞
87
99/39
オコナー賞
24
8/0
カフカ賞
11.5
36/25
群像新人賞
6
6/0
芥川賞
-6
1/1
ノーベル文学賞
-24
26/39

表2

多数決手法と提案手法の比較: pos./neg. の値はそれぞれ肯定意見，否定意見と判
断されたページ数を表す
Table 2 Comparison with the majority decision and our proposed method:
pos./neg.’s value means the number of the page which our system judged
as positive opinion/negative opinion.

頻度によって各知識がどの程度 Web 上で言及されて

㻔㻕

いるかを調べると，畿内説，九州説が他の候補と比べ

㻔㻓

ると言及数が多いことが分かる．一方提案手法による

ਏࡖ
҆ۖ

ϩ
ࣰඑ

㻛

評価では，単純な頻度計算による結果とは異なり九州
説が畿内説を上回る結果となった．これは九州説を唱
えるページは畿内説のそれよりも少ないが集約ページ

㻙

㻗
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㻕
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㻓
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抗していた．これによりスコアが相殺され九州説より
も低くなっている．
「村上春樹がノーベル文学賞を受賞」からは解候補

図 3 T empT Score の分析
Fig. 3 Analysis of T empT Score

として「フランツカフカ賞」「オコナー賞」などが抽
出されたことが分かる．結果を見ると単純な頻度計算

T empT Score が他の知識と比べて大きい．実験 6.1 の

では 3 位にランクされた「ノーベル文学賞」が提案手

結果から畿内説と九州説はそもそも言及数が大きいの

法では最下位にランクインされている．これはノーベ

で，T empT Score の値も全体的にこの 2 つの知識に

ル文学賞を否定的な文脈で言及しているページが非常

おいて大きくなるのは妥当である．注目すべきは時期

に多く，それはページの品質が高いものほどその傾向

によって畿内説と九州説の T empT Score の大きさが

が強いことの結果である．実際に村上春樹はノーベル

入れ替わっている．例えば 2002 年 1 月〜2002 年 9 月，

文学賞を受賞していない．

2003 年 5 月〜2004 年 1 月は九州説の T empT Score

6. 3 Web ページの生成時間を考慮した信頼性判
断支援

5 章で提案した手法に基づき，入力された知識と解

が畿内説のそれよりも大きい．このことはこの時期に
関しては九州説の方が畿内説よりも Web 上で評価さ
れていることになる．
提案手法では肯定派，否定派の言及を合計するこ

候補知識の T empT Scoret を算出し，時間的観点から

とでスカラー値にまとめるように処理をしているが，

知識の信頼性を評価した．Internet Archive を使って

6.1 章の実験から分かるように肯定派，否定派の意見

Web ページの生成時期を測定した．Internet Archive

が拮抗している状況において，単純に両評価の合計を

はクロールされて 6ヶ月以上経過したページのアー

ユーザに提示しても意味が伝わりにくい．極端な場

カイブしか取得できない．よって今回は 1998 年から

合，肯定派と否定派が全く同じ品質のページから同

2006 年末までに生成されたページを対象とした．

じモダリティを使って同じ数だけ言及している場合は

図 3 は「邪馬台国九州説」という知識とその解候補

T empT Score は０になる．これではある知識に関し

知識の T empT Score の 1998 年から 2006 年末まで

て言及しているページが無かったときの評価と同じに

の分布を示している．表によると畿内説と九州説の
6
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の言及を一つのスカラー値にまとめたものよりは，肯

6. 4. 2 評 価 結 果
36 件の回答において真偽判定の平均正解率は 61%程

定派側からの評価値と否定側からのそれを別々に提示

度であった．質問として与えられた知識が「偽」の場

された方が，知識の信頼性をより真剣に考えることが

合に答えてもらった代替となる解候補に関しても，シ

できる．時間的な評価をする場合は特に肯定と否定の

ステムが提示した解候補を見ることで効率よく選択す

移り変わりを確認できることが重要である．

ることができていた．ただしユーザによっては，本シ

なってしまう．ユーザ側からすると，肯定派，否定派

6. 4 ユーザ評価

ステムが解候補を複数提示しているがために，その中

本稿で提案したシステムが実際に不確かな知識の信

から誤った解答を選んでしまったケースもあった．こ

頼性判断にどの程度有効であるかを評価するために，

のことは正解率を下げる原因のひとつと考えられる．

本稿で提案した機能を Web アプリケーションとして

図 4 にほんと？サーチを用いた際に重視した項目に関

実装し実証実験を行った．その際，提案した個々の機

するアンケート結果を記す．

能を評価するために，各機能を独立化させ実装した．

6. 4. 1 評 価 内 容

ࣈߣӧϤજ

評価は「あらかじめ用意された不確かな知識の信頼
性をほんと？サーチを用いて判定する」というタスク
を設定し，行った．評価実験の被験者は 7 人である．
実験を行う前にほんと？サーチの使用法について説明

։যଚযࠜϤજ
ửỾἄἂữỾἋἈ ࠜϤજ
ᆯఽᴫࠜϤજ
ٵλࠜϤજ

を行い，実験に影響が出ないように努めた．

0%

被験者には著者が用意した不確かな知識を提示し，
その信頼性をほんと？サーチを用いて判定するという
タスクを各人に計 5 回与えた．各タスクでは，与えら
れた知識が「真である」「偽である」「どちらとも言え
ない」のいずれかの形で答えてもらい，
「偽である」を
選択した場合には代替となる解候補を記述してもらっ
た．各タスクの終了後には，どのような項目を重視し

25%

50%

75%

100%

図4

ほんと？サーチを用いた際に重視した項目．グラフ
中の色は左から順に「役に立った」
「役に立たなかっ
た」「どちらとも言えない」「使わなかった」という
回答を表している
Fig. 4 The important criteria using Honto?Search.
Each color in this graph indicates “useful”,
“not useful”, “neutral” and “not used” from
the left to the right.

て信頼性判定を行ったかを問うアンケートを行った．
実際に提示した不確かな知識とアンケート項目を以下

図 4 から分かるように，ほんと？サーチを用いた場

に挙げる．アンケートでは各項目に対して「役に立っ

合，
「多数決」
「肯定/否定分析」といった項目を重要視

た」
「役に立たなかった」
「どちらとも言えない」
「使っ

していることが分かる．ただし質問として与えた知識

ていない」のいずれかを選択してもらった．

によっては「多数決」を重要項目として扱わないケー
スも見られた．

【提示した不確かな知識 (かっこ内は真偽)】

牛は赤

一方で「時間分析」機能を使わないケースが多く，

い色に興奮する (偽)，野球はイギリスで生まれた (ど

被験者は「時間的な根拠」を求めていないことが言え

ちらでもない)，キリストは厠で生まれた (偽)，万里の

る．今回使用した課題は時間によって信頼性が変化し

長城は月から見える (偽)，チューリップはオランダが

ない知識であったため「時間的な要素」が被験者の下

原産 (偽)，熊は冬眠中に出産する (真)，逆立ちしても

す結論に影響を与えることは無かったが，
「EU 加盟国

水を飲める (真)，酢を飲むと体が柔らかくなる (偽)，

数」など時間によって真偽が変わるような知識であれ

シジミは肝臓に効く (真)，しゃっくりには砂糖が効く

ば，誤った理解をすることになりかねない．評価実験

(真)

より「多数決」「肯定/否定分析」といった社会的な受
容度をユーザは重要視する傾向にあるが，知識によっ

【ほんと？サーチを用いた際に重視した項目】

多数

ては「情報ソースの信頼性」「時間的要素」が信頼性

決機能 (知識を含むページ数)，PageRank 分析機能，

を判断する上で重要な項目になる場合があるので，提

時間分析機能，肯定否定分析機能，曖昧さ分析機能

示の工夫が重要である．
被験者によると PageRank 分析機能，曖昧さモダリ
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ティ分析機能は「役に立たない」という回答も多かっ

科学研究費補助金特定領域研究「情報爆発時代に向け

た．これは，前者は被験者にとって意味が分かりにく

た新しい IT 基盤技術の研究」，計画研究「情報爆発時

かったこと，後者は精度が低かったことが理由として

代に対応するコンテンツ融合と操作環境融合に関する

揚げられる．

研究」(研究代表者：田中克己，A01-00-02, 課題番号

18049041），平成 19 年度科研費若手研究 (B) 「ウェ

7. お わ り に
知識の信頼性を調べたいときにそれを判断支援する
システムは現状では存在しない．それゆえ我々は検索
エンジンの結果を集約し，Web アーカイブを利用する
ことで，時間的な観点から知識の信頼性を判断支援す
る手法を提案した．

ブ活用のための情報統合による信頼性判断支援」（課
題番号：18700086，代表：手塚太郎），平成 19 年度科
研費若手研究 (B) 「情報検索とウェブアーカイブにお
けるマイニング」
（課題番号：18700111，代表：Adam

Jatowt）によるものです．ここに記して謝意を表すも
のとします．

Web ページの発生した時期を分析することで，あ
文

る時期において知識評価することが概ねできた．我々
のアプローチの問題は Web ページの生成時期の分析
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Abstract For example, a user may want to know if a proposition, such as ”Dinosaurs became extinct
65 million years ago” is true or not. Conventional search engines cannot directly provide answers to such
questions. The trustworthiness of knowledge is estimated in our method by aggregating knowledge from
the Web and by analyzing creation time of pages. We also propose a method for estimating changes in the
popularity of propositions in time by analyzing how many pages contained the knowledge in selected time
periods and how continuously they appeared in the Web.
Key words Web mining, Trustworthiness, Knowledge search, Web archive

