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あらまし XMLは情報交換のための言語として多くの分野で利用されている．それに伴い，機微情報などの非公開

情報のフィルタリングが重要となっている．一般にテキストやキーワードによるフィルタリングは精度の問題から人

手による確認を必要としコストがかかる．XMLは部分文書や要素単位の構造による粒度の細かいフィルタリングが

可能であるため，XMLの文書構造およびキーワード出現の両者を用いたコンテンツベースのフィルタリングを行う．

本論文では，フィルタリングしたい内容をキーワード集合で表現し，それらを含む文書集合から，文書ベクトルおよ

び部分木の学習を用いてフィルタリング対象の部分文書を絞ることにより，コンテンツベースフィルタリングを行う．
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1. は じ め に

現在，データ交換に優れた性質から，XMLが情報交換のた

めの言語として利用されることが多くなっている．患者情報や

顧客情報の他，ニュースやブログ，オフィス文書,電子商取引な

ど様々な分野で XMLが使われている．個人のプライバシー情

報や企業秘密が XML文書に格納されていることも多く，機微

情報などの非公開情報のフィルタリングが重要性を増し，様々

な研究が行われている．

XMLデータベースにおけるフィルタリングでは，パス条件

を用いることにより，部分文書や要素単位の粒度の細かい構造

によるフィルタリングが可能となっている．たとえば，顧客情

報に関する XML文書において，顧客の名前のフィルタリング

を行いたい場合，”//customer/name”のように，フィルタリン

グ対象のノードを XPath式で指定することでフィルタリング

が可能である．

一方，文書に出現する特定のキーワードや内容を秘匿したい

という要求がある．たとえば，企業文書における新製品の情報

などで，社外に対して未公開である内容や，顧客情報の name

タグ以外に出現する個人名などが挙げられる (name タグに出

現する個人名は，上記のようにXPath式を指定することでフィ

ルタリング可能である)．しかし，このような場合フィルタリン

グ対象は文書のタグとは無関係に出現し得るため，従来の構造

のみのフィルタリングでは，テキストノード内に書かれてある

内容と文書構造の間に相関性が低く，テキストの内容に対する

フィルタリングに用いることができない．キーワードやテキス

トに対するフィルタリングは，精度に問題があるため人手によ

る確認を必要としているのが現状である．そのためコストがか

かり，膨大なデータをなるべく少ないコストでフィルタリング

を行う手法に対する要求が高まっている．

そこで，本研究では XML文書の部分文書に対するコンテン

ツベースフィルタリングを目的とする．

コンテンツベースフィルタリングの研究では，有害サイト [8]

やスパムメール [5]を対象に，文書単位のフィルタリングが行わ

れており，コンテンツ内に出現する単語の分布を調査し，自動的

に有害か否かを判定している．単語の分布は，情報検索で用いら

れる tf(term frequency)と idf(inverse document frequency)

を組み合わせた tf-idfをベクトルの各要素とする文書ベクトル

で表現される．しかし，本研究では，文書単位ではなく比較的

大きな XML文書における秘匿対象を含む部分文書をフィルタ

リングすることを目的としており，文書内でフィルタリング対

象のみを隠す必要があるため，文書ベクトルのみの判定では不

十分である．

XMLは構造化された文書であるため，パスなどの文書構造

とフィルタリング対象の情報の共起を求めることにより，フィ

ルタリングの精度を高めたり，フィルタリングする範囲を細か

くする細粒度のコンテンツベースフィルタリングが可能になる

と考えられる．そこで，XMLの文書構造およびキーワード出

現の両者を用いた細粒度のコンテンツベースフィルタリングに

ついて検討する．本論文では，フィルタリングしたい内容を，

フィルタリングキーワードと呼ぶキーワード集合で表現する．

たとえば，「XXXの出身地が YYYである」という内容を隠し

たい場合，フィルタリングキーワードを”XXX”，”YYY”と設

定する．地名”YYY”は，単独で出現する場合，機微情報となら

ないが，人名”XXX”と近接して共起することで，個人の出身

地というプライバシー情報を示す可能性がある．そして，フィ

ルタリングキーワードを含む文書集合に，フィルタリング対象

が全て含まれると仮定する．しかしこの文書集合には対象外の



部分文書も多く含まれることも考えられる．そこで，Support

Vector Machine(SVM)を用いて，文書ベクトルの学習および，

フィルタリングキーワードが出現する部分文書のみを抽出し，

それに対して XMLの木構造の学習を行い，フィルタリング対

象の部分文書を絞ることにより，コンテンツベースフィルタリ

ングを行う．

フィルタリングで問題になることは，誤って秘匿すべき文書

が公開されたり，秘匿すべきでない文書が隠されてしまうこと

である．そのため，精度の高いフィルタリングを行う必要があ

る．安全性の観点から，特に秘匿すべき文書が公開されること

が問題であり，これを防ぐため，SVMによる 2値分類の際の

閾値を変更することでフィルタリングの範囲を広げることを

行う．さらに精度を高めるため，一般の情報検索で検索精度を

ユーザと対話的に改善する手法である適合フィードバックを用

いる．このように，精度の高いコンテンツベースフィルタリン

グを実現する．

本論文では，2章で構造によるフィルタリングと，キーワード

によるコンテンツベースフィルタリングにおける関連研究を紹

介する．3章では提案手法の学習アルゴリズムとシステムの構

成について，4章ではWikipediaの XML文書をベンチマーク

に実験を行った評価結果と考察について述べ，5章でまとめる．

2. 関 連 研 究

2. 1 構造によるフィルタリング

構造による XML文書のアクセス制御ルールは以下の組から

なる [1] [3]．

(subject, object, action, decision, options)

subjectとは，アクセスする主体のことであり，アクセス権限

を与える対象である．subjectの指定方法はいくつかあり，(1)

ユーザ名，(2)ユーザグループ名，(3)ロール名，(4)サービス

名などを用いることが考えられる．object は，アクセス制御

対象を定める部分であり，URI(Uniform Resource Identifier),

XPath，または両者の組み合わせで指定できる．URIによりイ

ンターネットにおける文書の格納場所が指定される．XPathを

用いると，XPathを満たす XML文書の部分木がアクセス制御

対象となり，細粒度のアクセス制御が可能になる．action は，

アクセス方法の種類であり，通常は readまたは writeを指定す

る．decisionは，grantまたは denyのいずれかであり，grant

のときはアクセスを許可するルール，deny のときはアクセス

を拒否するルールであることを示す．optionsは，ルールの適

用範囲や適用方法についてのオプションであり，以下のものか

らなる．

• cascade: object で指定されたノードについて，その子

孫と自身全体にルールを適用させるとき，cascadeを指定する．

cascadeがないときは，伝播が行われず objectで指定された対

象のみにルールが適用される．

• schema: これはルールがある DTDに対応付けられてお

り，その DTDに従う全ての文書インスタンスにそのルールが

適用されるというスキーマレベルのルールであることを意味す

¶ ³
<customer>

<customer_id>123XXX</customer_id>

<name>Alice</name>

<address>

<postal>

<zip>8A3 7B2</zip>

<street>000 City St. </street>

<city>Tucson</city>

<state>Arizona</state>

</postal>

</address>

<phone>.123-5678</phone>

</customer>µ ´
図 1 XML 文書の例

る．schemaが指定されなければ，ルールがある文書インスタン

スに対応付けられており，ルールはそれに対してのみ適用され

るという，インスタンスレベルのルールであることを意味する．

図 1のような顧客情報に関する XML文書があるとする．

このとき，たとえば以下のようなアクセス制御ルールが作

れる．

(customer desk, /customer/name, read, deny, )

これは，customer deskが顧客の名前を読むことができないこ

とを示す．

また，文献 [12]のHippocratic Databases では，「データベー

スで貯えられる個人情報は，情報提供者から承諾がある以外の

目的のために，データベースの外に伝えられるべきではない」

という方針に基づいて，患者情報のデータに対して，各患者の

プライバシーポリシーに従って，名前，住所，病名などを，ア

クセスする主体やその目的に応じて，cell単位の粒度で開示す

る情報を決定している．個人情報が格納されているデータベー

スには，SQL でアクセスされ，各自のプライバシーポリシー

ルールに従って，アクセスする主体，目的により，クエリーが

修正され，それに応じた患者情報が返される．

2. 2 キーワードによるコンテンツベースフィルタリング

コンテンツベースフィルタリングは，様々な手法で研究がな

されている．

文献 [11] では，ユーザからの質問にユーザが答える知識検

索サイトにおける，不適切な投稿に対するフィルタリングに

おいて，人手でフィルタリングされた投稿から，フィルタリン

グする際に暗黙的に用いられる分類知識を表出化し，フィル

タリングの自動化と分類知識の共有を試みている．ここでは，

Yahoo!JAPAN の Yahoo!知恵袋を題材に，Yahoo!JAPAN が

ガイドラインに禁止行為として示しているもののうち，「Ya-

hoo!JAPANが予定していない目的で本サービスを利用してい

る」投稿について，これらの投稿が単語間の共起頻度が低いと

いう性質を持つことから，文章をグラフ化し，正しい文章と共

起頻度を比較することによって，その重なり具合が低い場合を

禁止行為とし，フィルタリングを行っている

文献 [7] では，テキストデータに含まれる人名，地名，組織



名などの固有名詞のマスキングに対して，全ての語がマスキン

グされている状態から，人手によって安全な語を選別してマス

キングの解除を行うことで，安全性の高い機密文書のマスキン

グを行う手法を提案している．

3. 提 案 手 法

本研究のコンテンツベースフィルタリングの提案手法につい

て述べる．

3. 1 内容の表現方法

本論文では，フィルタリング対象の内容を複数のフィルタリ

ングキーワードと呼ぶキーワード集合で表現する．たとえば，

「XXX の出身地が YYY である」という内容を隠したい場合，

フィルタリングキーワードを”XXX”，”YYY”と設定する．地

名”YYY”は，単独で出現する場合秘匿すべき内容とならない

が，人名”XXX”と近接して共起することで，”XXX”の出身地

というプライバシー情報を示す可能性がある．そのため，XML

文書集合のうちキーワード集合が全て出現する文書集合を取り

出すことを行う．そして，フィルタリングキーワードを含む部

分文書の集合に，フィルタリング対象が全て含まれると仮定す

る．しかし，この文書集合には対象外の部分文書も多く含まれ

ることが考えられる．そのため，実際にフィルタリングすべき

部分文書を絞る必要がある．

3. 2 学習の対象

コンテンツベースフィルタリングの学習では一般に，文書ベ

クトルが用いられる．しかし，本研究では XML文書中の部分

文書に対する細粒度のコンテンツベースフィルタリングを目的

としているため，文書ベクトルだけでは不十分である．ここ

では，フィルタリングしたい内容を複数のフィルタリングキー

ワードで表現している．そこで，文書中で共起するフィルタリ

ングキーワード同士の距離が近いほど，その内容により適合す

ると考えられる．XMLは木構造を持つため，文書内の出現位

置が離れていても，親子関係にあることで関連性が強くなる

とも考えられる．そこで，XMLの構造を考慮した距離を学習

に用いることが，細粒度のコンテンツベースフィルタリングに

効果的であると考えた．用いる構造情報はフィルタリングキー

ワード集合が出現するテキストノードの葉までのパスを抽出し

た部分木である．

本論文では，文書単位ではなく，フィルタリングキーワード

を包含した部分木 (キーワード包含部分木と呼ぶ) を単位とし

て学習を行う．ただし文書ベクトルは，同文書に出現するキー

ワード包含部分木であれば，同じである．図 2はキーワード包

含部分木の生成を説明したものである．図 2上部が XML文書

木の全体であり，フィルタリングキーワード k1，k2が図のよ

うな位置にそれぞれ 3個，2個出現しているとする．このとき，

フィルタリングキーワードが出現するテキストノードを葉とす

る部分木が，図 2下部のように 6個生成される．

ユーザは，キーワード包含部分木が持つフィルタリングキー

ワードの組み合わせに対して，文脈からその組み合わせがフィ

ルタリングしたい内容を表現していると判断できるとき，フィ

ルタリングすべきとする．ここで述べるユーザとは，秘匿対象

article
p title itemitemitemtitle sectionsection bodyconvername..k1..

..k2....k2....k1....k1..
article

itemsectionbodynamek1 k2
p itemsectionbody

k2k1

titleitem sectionsection body
k2k1

article
titlesectionbodynamek1
k2

p itemsectionbody
k2k1 itemitemsection k2k1
図 2 キーワード包含部分木の生成

を設定する管理者を想定しており，学習における教師の役割を

行う．キーワード包含部分木を学習に用いた理由は，以下の 3

点からである．

（ 1） フィルタリングキーワードの組み合わせに対する学習

が可能である

一つの文書中にはそれぞれのフィルタリングキーワードが複数

回出現することがあり，それらの組み合わせによって，秘匿す

べき部分文書と秘匿すべきでない部分文書がある．そのため，

文書単位ではなく，フィルタリングキーワードの組み合わせに

対してフィルタリングすべきかどうか判定する必要があるが，

キーワード包含部分木はフィルタリングキーワード組み合わせ

の情報を持つため，それを可能にする．

（ 2） キーワード包含部分木のサイズがフィルタリングの判

定に影響する

一般に，共起するフィルタリングキーワード間の距離が近いほ

ど，キーワード包含部分木のサイズ (枝数) は小さくなる．本

手法では，フィルタリングしたい内容を複数のフィルタリング

キーワードで表現しており，文書中で共起するフィルタリング

キーワード同士の距離が近いほど，その内容により適合すると

考えられる．そのため，キーワード包含部分木のサイズがより

小さいものほどフィルタリングすべき対象になり，サイズが大

きいものほどフィルタリングすべきでない対象になる傾向があ

る．このように，キーワード包含部分木のサイズがフィルタリ

ングの判定に関係する．

（ 3） パス情報の学習の効果

フィルタリングキーワードが特定のノードに出現するとフィル

タリングの対象となる可能性がある．たとえば，「XXXの出身地



が YYYである」というフィルタリング内容に対して，フィル

タリングキーワード”XXX”，”YYY”を設定したとする．この

とき，地名”YYY”は一つの文書内に複数出現するが，address

タグ内に出現する場合のみフィルタリング対象となることがあ

る．キーワード包含部分木は，タグ名の情報を持つため，その

ような学習が可能である．

以上のことから，キーワード包含部分木を学習することがコ

ンテンツベースフィルタリングに効果があると考えられる．

図 2 のアルゴリズムでキーワード包含部分木を生成すると，

フィルタリングキーワード数を多く設定したり，一つの文書に

おけるそれぞれのフィルタリングキーワードの出現数が多くな

ると，キーワード包含部分木が非常に多くなり，ユーザの学習

におけるコストがかかる．このような問題を解決するために，

キーワード包含部分木集合が大きくなる場合，その数を減らす

ことを行う．キーワード包含部分木のサイズが大きいものは，

キーワード間の距離が大きく，フィルタリング対象にならない

場合が多い．そこで，キーワード包含部分木が一定のサイズ

(枝数)より大きく，それに完全に含まれるキーワード包含部分

木が全て不正解である場合，それらを含むサイズの大きいキー

ワード包含部分木も不正解とし，学習の対象としない．

3. 3 学 習 機 械

本研究では SVMを学習機械に用いる [2]．SVMは与えられ

た訓練点の中で，サポートベクトルと呼ばれるクラス境界近傍

に位置する訓練点と識別面との距離であるマージンを最大化す

るように分離超平面を構築し，クラス分類を行う．線形分離不

可能な場合は，カーネルトリックにより入力空間を線形分離可

能な高次元特徴空間に写像することで，分類を行う．カーネル

法は，データにアクセスする際，単体ではなく 2つのデータの

内積の形でアクセスする．この内積を与える関数はカーネル関

数と呼ばれ，SVMは妥当なカーネル関数を選択することによ

り，高次元のデータに対しても分類を行うことができる．

カーネルのうち木構造を扱うものに，木カーネルがある [10]．

二つの木，T1, T2 が，それぞれ V1, V2 の頂点集合，E1, E2 の

枝集合を持つとき，すなわち T1 = (V1, E1), T2 = (V2, E2)で

あるとき，木カーネルは次のように定義される．

K(T1, T2)=
X

v1∈V1

X

v2∈V2

X

s1∈Sv1(T1)

X

s2∈Sv2(T2)

KS(s1, s2) (1)

KS(s1, s2) = I(s1 = s2) (2)

ここで，Sv(T )は v ∈ V を根に持つ部分木の集合を表し，KS

は二つの部分木の間に定義されるカーネル関数であるとする．

式 (2)の I()は，括弧内が成立する場合に 1，そうでない場合

に 0となる関数である．また，s1 = s2 は，2つの部分木が完

全一致するとき真となる．このように部分構造を用いて再帰的

に木カーネルが定義される．

木構造の学習は，自然言語処理の分野における構文解析木 [13]，

バイオインフォマティクスの分野における RNAの木構造デー

タ，HTMLや XMLなどのWebデータで行われている．

このように SVMは，木カーネルを用いることでキーワード

訓練データ 正解部分および閾値付近の幅広い領域を秘匿する
正解

不正解
分類データ
正解

不正解分離平面
図 3 閾値の考察

包含部分木に対しての学習を行うことができる．また，文書ベ

クトルは，一般に次元数が非常に大きいが，SVMは大きい次元

数に対応できる．さらに，一般にユーザの評価できるデータ数

は少ないが，SVMは少ない訓練例からの学習に適していると

いう性質がある．以上のことから学習機械に SVMを利用した．

3. 4 訓練データの選択方法

パターン認識問題では，学習済みのパターンから何らかの

法則性・規則性を見つけ出し，未学習のパターンにそれを適用

し，正しい分類を得るという汎化能力がある．しかし，特定の

パターンの訓練データのみの学習を行うと，それに対して系が

収束し過ぎるため，その他の入力に対する汎用性がなくなって

しまう過学習が生じる．そのため訓練データは，正解，不正解

に対して多様なパターンを含む必要がある．

一般に，共起するフィルタリングキーワード間の距離が近い

ほど，キーワード包含部分木のサイズ (枝数)は小さくなる．本

手法では，フィルタリングしたい内容を複数のフィルタリング

キーワードで表現しており，文書中で共起するフィルタリング

キーワード同士の距離が近いほど，その内容により適合する

と考えられる．そのため，キーワード包含部分木のサイズがよ

り小さいものほどフィルタリングすべき対象になり，サイズが

大きいものほどフィルタリングすべきでない対象になる傾向が

ある．

そこで，訓練データ集合と分類データ集合を比較したとき，

それらが同程度のサイズのキーワード包含部分木のデータを持

つように，全ての文書からランダムに訓練データを選択する．

これによって，訓練データ集合，分類データ集合ともに，様々

なサイズのキーワード包含部分木のデータを持ち，正解，不正

解に対して多様なパターンを含むことができる．

3. 5 閾値の考察

フィルタリングでは，誤って秘匿すべき文書が公開されてし

まうことおよび秘匿すべきでない文書が隠されてしまう可能性

を低くする必要がある．そのため，精度の高いコンテンツベー

スフィルタリングを行う必要がある．安全性の観点から特に

誤った公開が問題であり，それを防ぐことを行う．

学習結果に基づいて，分類データを SVMで正解 (フィルタ

リングする)と不正解 (フィルタリングしない)の 2値に分類す

る際に，不正解と分類されたが分離平面付近に存在するものは，

安全のため秘匿する方が望ましい (図 3)．そこで，2値分類の

際の閾値の変更を行い，フィルタリングの範囲を広げ，そのよ

うなデータを秘匿することを試みる．

SVM は学習でユーザにより，正解 1，不正解－ 1 のスコア



分類データ 不正解
正解

これらのいくつかを訓練データに加える
図 4 適合フィードバック

が与えられる．これをもとに，分類データに対してスコアが計

算され，一般に 0を閾値として，0以上が正解，0未満が不正

解に分類される．この閾値を 0より小さい値に変更し，フィル

タリングを行う範囲を広げることで，秘匿すべき文書が誤って

公開されることを防ぐ．

3. 6 適合フィードバック

一般の情報検索において，検索精度をユーザと対話的に改善

する手法として，適合フィードバック (relevance feedback)が

ある．この手法は，提示された検索結果に対し，ユーザが適合，

非適合の判定を行い，その判定結果をシステムにフィードバッ

クして，さらに適合性の高い文書を検索する．本研究に対して，

適合フィードバックを応用することで，学習結果を改善するこ

とを行う.

分離平面から離れた距離にある分類データは，訓練データと

の類似性が高く学習により正しく分類されている可能性が高い．

一方，そうでない分類データは，訓練データとの類似性が低く

学習により正しく分類されていないことがある．そこで，これ

らの分類データを訓練データに加ることで学習済みの結果をシ

ステムにフィードバックさせ，学習を行うことにより，最初の

学習に含まれなかったパターンのデータに対しても学習を行う

ことができ，さらに適合性の高い結果になると考えられる (図

4)．

そこで，分類データの中から，SVMによって与えられたス

コアの絶対値が設定値より小さいもののいくつかを訓練データ

に加え学習を行い，学習済みの結果をシステムにフィードバッ

クさせる．

3. 7 システム構成

本研究におけるフィルタリングシステムは,主に以下の 5段

階から構成される (図 5)．

step1 フィルタリングキーワード集合で検索を行う

ユーザがフィルタリングしたい内容をキーワード集合で表現し，

システムが対象となる XML文書集合からそれらのフィルタリ

ングキーワードを全て含む文書の検索を行う．

step2 検索結果の文書集合から，キーワード包含部分木集合

を生成する

システムが文書集合から図 2のアルゴリズムでキーワード包含

部分木を抽出し，キーワード包含部分木集合を生成する．

step3 キーワード包含部分木集合に対して，ユーザを教師と

する学習を行う

ユーザはそれぞれのキーワード包含部分木に対して，それが出

現する文書の文脈からフィルタリングすべきかどうかの判定を

インターフェース
全XML文書集合キーワード集合を含む文書集合

キーワード包含部分木集合
非フィルタリング部分文書集合
フィルタリング部分文書集合

検索エンジン

SVM

step1

step3 score ≧閾値score <閾値step4 
ユーザ 部分木生成step2

フィルタリング
公開文書集合step5 

図 5 システム構成図

行う．すべきとき正解とし，すべきでないとき不正解とする．

訓練データ集合と分類データ集合を比較したとき，それらがサ

イズが同程度のキーワード包含部分木のデータを持つように，

システムが全ての文書からランダムに訓練データを k件選択し，

ユーザがそれらに正解不正解を与えることで学習を行い，残り

を学習結果に従って分類する．

step4 適合フィードバックを行う

システムは分類データで SVMにより計算されたスコアの絶対

値が設定値より小さいデータのいくつかを訓練データに加えて

学習を行い，学習済みの結果をシステムにフィードバックさせ

る．スコアが閾値以上のデータをフィルタリング対象とする．

step5 フィルタリングを行う

学習結果を反映して，システムはフィルタリング対象の部分文

書集合にフィルタリングを行う．

4. 実 験

4. 1 実 験 環 境

4. 1. 1 ベンチマーク

実験のベンチマークとしてWikiで作られたフリー百科事典

であるWikipediaを用いる（注1）．Wikipediaは XMLではない

が，構造化された文書であり，2002年から INEXプロジェクト

においてWikipediaのXML化が行われており [4]，Wikipedia

の DTDも作成されている．入手のしやすさからこれを選んだ．

2006年 3月 3日現在の日本語版の文書には 78,158件の文書が

含まれている．

Wikipediaは公開されている文書であるため，著作権やプラ

イバシー侵害等で削除された書き込みを除いて，機微情報は存

在しないと考えられる．そこで，個人のプロフィールが記述さ

れている文書に書かれている個人情報などを，秘匿すべき情報

と仮定して例題を作成した．また，Wikipediaは文書内に多く

のリンクを持つ．リンク部分のテキストは，木の深さが 1つ深

くなり，サイズが大きくなるが，意味的距離はリンク部分以外

のテキストと同等である．そこで，本研究ではリンクによる構

造記述を無視してキーワード包含部分木を作成する．

（注1）：http://ja.wikipedia.org



4. 1. 2 検索エンジン

3. 7の step1でXML文書からキーワード集合を含む文書集合

を取り出す検索エンジンには，XMLデータベースに対するキー

ワード検索システムである Kikori-KS [14] を用いた．一般に

索引語の重みは，tf(term frequency)と idf(inverse document

frequency)を組み合わせて利用する tf-idfを用いることが有用

であるが，Kikori-KSでは XML文書の構造を利用したより有

効な指標である ipf(inverse path frequency)を用いている [6]．

要素 E 中に出現する索引語 tの重み weight(t, E)は以下のよ

うに定義される．

weight(t, E) =
ntf

nel
∗ ipf (3)

ntf = 1 + ln(1 + ln(tf)) (4)

nel = ((1 − s) + s ∗ el

avgelp
) ∗ (1 + ln(avgelp)) (5)

ipf = ln
Np + 1

efp
(6)

ntf は正規化された索引語出現回数 (tf)であり，nelは要素

長を反映した正規化指標である．また，ipf は経路中の索引語

の特定性である. ここで，el は要素中の索引語の数，p は E の

根ノードからの経路，avgelp はある経路 p に存在する要素の

el の平均値，Np は pに存在する要素の数，efp は経路 p に存

在する要素の内 t が出現するものの数である. また，s は定数

のパラメータであり，ここでは 0.2 を用いる．

文書ベクトルを求めるために，Kikori-KSで計算された索引

語の重み weight(t, E)の値を用いた．

4. 1. 3 SVM

学習機械は，SV M light を用いた（注2）．Vladmir N. Vapnik

が考案した SVMを実装したもので [15]，最適化アルゴリズム

は Thorsten Joachimsの手法を採用している [9]．大きなデー

タセットを高速に処理可能であり，設定ファイル kernel．hに

おいて新規のカーネルを定義することができる．カーネルがい

くつか用意されており，その中に木カーネルがある（注3）．これ

は，自然言語処理などの木構造学習に用いられる．また，木と

ベクトルを組み合わせた学習も可能であり，部分木と文書ベク

トルを組み合わせた学習に SV M light の木カーネルを用いた．

4. 2 評 価

SVMにより分類されたデータに対して精度と再現率の評価

を行う．キーワード集合を含む文書集合のうち，実際にフィル

タリングされた文書集合を A，フィルタリングすべき部分文書

集合を Bとする．このとき，精度 (precision)と再現率 (recall)

は以下のようになる．

精度 =
| A ∩ B |
| A |

（注2）：http://svmlight.joachims.org/

（注3）：http://ai-nlp.info.uniroma2.it/moschitti/TK1.2-software/Tree-

Kernel.htm
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例題 1「中村俊輔選手の出身地が横浜市である」：中村俊輔，横浜

例題 2「安倍晋三首相の出身地が山口県である」：安倍晋三，山口

例題 3「高原直泰選手の出身地が静岡県である」：高原直泰，静岡

例題 4 「シャープが携帯電話を開発している」：シャープ，携帯

例題 5 「東芝が DVD を開発している」：東芝，DVDµ ´
図 6 例 題

表 1 実験データ

例題 1 例題 2 例題 3 例題 4 例題 5

検索文書数 7 9 8 11 16

包含部分木数 42 42 66 100 152

正解数 8 9 11 47 79

不正解数 34 33 55 53 73

訓練データ数 20 20 30 50 70

分類データ数 22 22 36 50 82

部分木のサイズによる正解不正解の分布

051015
20253035
40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14部分木のサイズ部分木の
個数 正解不正解
図 7 キーワード包含部分木のサイズと正解不正解の関連

再現率 =
| A ∩ B |
| B |

精度は実際にフィルタリングされた部分文書がフィルタリング

されるべき部分文書である割合を表し，再現率はフィルタリン

グされるべき部分文書が実際にフィルタリングされた割合を表

している．本研究のフィルタリングにおいては，フィルタリン

グすべき部分文書がフィルタリングされないことが問題となる

ため，精度よりも再現率を重視する．

4. 3 実験結果と考察

実験は図 6 にある 5 つの例題に対して行った．それぞれの

例題は政治家やスポーツ選手などのプライバシー情報や企業の

技術情報を，秘匿すべき情報と仮定して作成した．表 1は実験

データに関する情報を示している．

それぞれの例題は，訓練データ集合と分類データ集合を比較

したとき，それらが同程度のサイズのキーワード包含部分木の

データを持つように，全ての文書からランダムに，表 1の訓練

データ数のデータを選択し，それに対して学習を行い，その結

果をもとに残りのデータを分類した．

図 7 は全ての例題の正解データと不正解データにおける，

キーワード包含部分木のサイズによる分布を示している．グラ

フより，正解となるデータは木のサイズが小さくなる傾向があ

り，サイズ 9より大きいデータが存在しないことが分かる．一

方，不正解データは，木のサイズが幅広い範囲に存在している．



表 2 異なる訓練データに関する実験結果

訓練データ 1 訓練データ 2 訓練データ 3 平均

例題 1 精度 1.0 1.0 1.0 1.0

再現率 1.0 1.0 0.75 0.92

例題 2 精度 0.67 1.0 1.0 0.89

再現率 1.0 0.40 0.40 0.60

例題 3 精度 0.80 0.75 0.86 0.80

再現率 0.80 0.50 1.0 0.77

例題 4 精度 0.52 0.44 0.40 0.45

再現率 0.54 0.60 0.50 0.55

例題 5 精度 0.87 0.79 0.79 0.82

再現率 0.95 0.95 0.93 0.94

そのため，部分木のサイズだけで正解と不正解を分離できず，

文書ベクトルや部分木のパス情報の学習も重要となる．

学習に用いる訓練データの選択が学習効果に及ぼす影響を確

認するため，それぞれの例題に対して，異なる訓練データを用

いて実験を行った．また，3. 5で述べたように，フィルタリン

グでは秘匿すべき文書が誤って公開されることが問題であるた

め，秘匿すべき文書の範囲が広がるように，閾値の変更に関す

る実験を行った．さらに，3. 6で述べた方法により適合フィー

ドバックを行い，最後に閾値の変更と適合フィードバックの両

者を組み合わせた実験を行った．

4. 3. 1 異なる訓練データに関する実験

表 2 はそれぞれの例題に対して，3 つの異なる訓練データ

で実験を行った結果である．ここで，閾値は 0.0であり，適合

フィードバックは行っていない．

実験の結果，全ての例題に対する平均精度，平均再現率はそ

れぞれ 79% ，75% であった．しかし，例題によっては評価が

5割に満たないものもあり，良い結果ではなかった．例題 2は

木のサイズが小さくても不正解，大きくても正解になるデータ

が存在し，それらのデータに正しく学習が行われなかったため，

訓練データにより結果の良し悪しが大きく異なった．例題 4は，

精度，再現率ともに 5 割程度という悪い結果を得た．これは，

不正解データの木のサイズが幅広く存在しており，訓練データ

に含まれる不正解データの個数が多く，SVMにより分類デー

タに対して計算されたスコアが負の値に偏ったものとなったか

らである．例題 1, 3は文書によって正解と不正解の部分木のサ

イズがきれいに分かれており，文書ベクトルおよび部分木の学

習が効果的であった．また，例題 5は文書によってフィルタリ

ングキーワードが特定のノードに出現するときに正解となるこ

とが多く，文書ベクトルおよびパスの学習が効果的であった．

そのため，これらは安定して良い結果を得た．

4. 3. 2 閾値の変更に関する実験

秘匿すべき文書が誤って公開されてしまうことを防ぐため，

閾値を負の値に変更し，フィルタリングの範囲を広げることを

行った．閾値を 0.0, -0.1, -0.2, -0.3，-0.4と変更し比較実験を

行った (表 3)．実験結果は異なる訓練データの平均の値であり，

適合フィードバックは行っていない．

閾値を変更することにより，閾値-0.4のとき，平均再現率が

84% と高くなったが，平均精度は 65% と低い値となった．ま

表 3 閾値の変更に関する実験結果

閾値 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4

例題 1 精度 1.0 0.83 0.83 0.83 0.50

再現率 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92

例題 2 精度 0.89 0.89 0.89 0.89 0.78

再現率 0.60 0.60 0.60 0.60 1.0

例題 3 精度 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

再現率 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77

例題 4 精度 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

再現率 0.55 0.55 0.58 0.58 0.58

例題 5 精度 0.82 0.82 0.75 0.73 0.71

再現率 0.94 0.94 0.95 0.96 0.96

平均 精度 0.79 0.76 0.75 0.74 0.65

再現率 0.75 0.75 0.76 0.76 0.84

表 4 適合フィードバックに関する実験結果

適合フィードバック 平均精度 平均再現率

なし 0.79 0.75

あり 0.89 0.89

表 5 閾値の変更と適合フィードバックの組み合わせに関する実験結果

適合フィードバック 閾値 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4

なし 精度 0.79 0.76 0.75 0.74 0.65

再現率 0.75 0.75 0.76 0.76 0.84

あり 精度 0.89 0.89 0.89 0.79 0.86

再現率 0.89 0.90 0.94 0.95 0.95

た，例題によっては閾値を変更しても変化の無いものや，再現

率は変化しないが精度が低下するものがあった．

4. 3. 3 適合フィードバックに関する実験

適合フィードバックに関する実験を行った．分類データのう

ち，SVMにより与えられたスコアの絶対値が 0.8以下のもの

の中から 10個程度を訓練データに加え学習を行い，学習済み

の結果をシステムにフィードバックすることで，精度，再現率

ともに高めることを行う．表 4は適合フィードバックを行った

場合と行わなかった場合の比較実験である．ここで，閾値は 0.0

であり，実験結果は全ての例題の平均の値である．

実験結果から，適合フィードバックにより，平均精度，平均再

現率が 89% , 89% となり，ともに向上しており，また，全ての

例題において平均の評価が上がっていた．特に，例題 4は適合

フィードバックを行わないとき，平均精度，平均再現率が 45%，

55% と低い値であったが，適合フィードバックを行うことで平

均精度，平均再現率が，70% , 91% となり，良い結果を得た．

これは最初の学習で訓練データに含まれなかった正解データが，

適合フィードバックにより訓練データに加えられ，正解データ

に対する汎化能力が高められたからである．以上のことから，

適合フィードバック手法が有効であったことが分かる．

4. 3. 4 閾値の変更と適合フィードバックの組み合わせに関

する実験

表 5 は閾値の変更と適合フィードバックの組み合わせに関

する実験結果である．閾値の変更では，閾値を 0.0, -0.1, -0.2,

-0.3, -0.4と変更しており，適合フィードバックでは，分類デー



タのうち，SVMにより与えられたスコアの絶対値が 0.8以下

のものの中から 10個程度を訓練データに加え，学習済みの結

果をシステムにフィードバックすることを行っている．実験結

果は全ての例題の平均の値である．

閾値の変更と適合フィードバックを組み合わせることにより，

閾値-0.4のとき，平均精度が 86% ，平均再現率が 95% であっ

た．精度は閾値の値を小さくすることで悪くなっていたが，適

合フィードバックを行うことで精度の減少が抑えられた．こ

れは，最初の学習では訓練データとの類似性が低いが，適合

フィードバックにより訓練データに加えられたデータと類似す

る残りのデータが正しく学習され，全体のスコアの絶対値が大

きくなり，閾値の変更により不正解とすべきデータがフィルタ

リングされてしまうことを減少することができたためである．

5. お わ り に

本研究では，XMLの部分文書に対するコンテンツベースフィ

ルタリングを行った．細粒度のフィルタリングを行うために，

文書ベクトルおよび部分木の学習を用いてフィルタリング対象

の部分文書を絞る手法を提案した．また，フィルタリングでは

誤って秘匿すべき文書が公開されることおよび秘匿すべきでな

い文書が隠される可能性を低くする必要があり，安全性の観点

から特に誤った公開が問題である．そこで，SVMの 2値分類

の際に閾値を変更し，フィルタリングの範囲を広げることを行

い，さらに精度を高めるため，分類データにおいて SVMで計

算されたスコアの絶対値が設定値より小さいデータのいくつか

を，訓練データに加えて学習を行い，学習済みの結果をシステ

ムにフィードバックすることで，精度の良いフィルタリングを

試みた．

本手法の有効性を確かめるため，Wikipediaの XML文書を

ベンチマークに，5 つの例題を作成し実験を行った．SVM に

おいて過学習を防ぐため，訓練データ集合と分類データ集合を

比較したとき，それらが同程度のサイズのキーワード包含部分

木のデータを持つように，全ての文書からランダムに訓練デー

タを選択することを行った．異なる訓練データに関する実験を

行ったところ，訓練データにより大きく影響される例題もあっ

たが，安定して良い結果を得た例題もあった. 閾値の変更に関

する実験では，例題によっては再現率は変化せず，精度が低く

なるものがあったが，平均再現率は向上した．また，適合フィー

ドバックを行うことで，精度，再現率ともにより良い結果を得

た．さらに，閾値の変更と適合フィードバック手法を組み合わ

せることにより，閾値-0.4 のとき，平均再現率は 95% まで向

上し，平均精度は 86% となりともに高くなり，特に再現率が

良い結果を得た．

以上の実験結果から本手法が XMLの部分文書に対するコン

テンツベースフィルタリングに有効であることが確認できた．

今後の課題として，SVMだけでなく複数の学習機械につい

ての検討が挙げられる．また，ベンチマークをWikipediaとし

たが，その他の XML文書に対しても同様にフィルタリングが

可能か実験を行いたい．さらに，今回，木のサイズに枝数を用

いているが，根と葉の関係と兄弟の関係を区別し，キーワード

の分布状態により，精密に木のサイズを定義する必要がある．

謝辞 Kikori-KSの日本語化で協力いただいた京都大学情報
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