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ブログ読者と著者のための目的別ブログ記事分類手法の検討
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あらまし 同一時期に同一の出来事に言及するブログ記事でも，書かれる内容は記事によって多様である．例えば，

報道された出来事に対して，詳細を解説するようなブログ記事や，著者自身の意見や感想を述べたブログ記事が存在

する．さらに，ブログ記事の読み手や他のブログ記事を参考にブログ記事を書く書き手にも，ブログ記事を参照する

上で，読み手・書き手それぞれの目的に応じた様々なニーズが存在する．読み手の視点では，ある出来事についての詳

細を得たいと考える場合や，世間の反応を知りたいと考える場合などが存在する．書き手の視点では，ある出来事に

関する複数の資料を得たい場合や，世間の反応についてブログ記事を書きたい場合などが存在する．本研究では，そ

のようなブログ記事を参照する際の読み手や書き手の様々なニーズに対応するため，同じ時期に同じ出来事に言及す

るブログ記事集合内で分類を行い，ユーザのニーズに合わせた推薦を実現する．従来我々が用いていた，複数のブロ

グ記事中で共起するリンク数という属性に加え，記事本文中における外部からの引用文章の割合などに着目し，機械

学習を用いた最適な分類ルールの実現についての検討結果を述べる．
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Abstract Blog articles are written in different context in different viewpoint even if they are written at same

time for same event. For example, one would be a tutorial blog entry for the reported event, another would be

a commenting blog entry including the author’s impressions. Blog authors and readers have different needs when

they read blog entries. From reader’s aspect, there are needs to know details about a certain event and reactions of

the public. From author’s aspect, there are needs to get documents about a certain event and to write blog entries

about observation of reactions of the public. In this paper, we classify blog entries written at same time for same

event for different needs when readers and authors refer to blog entries. We realize a recommendation mechanism

that matches such different user needs. We focus on the ratio of quotation from other articles in addition to the

number of co-occurring links on multiple blog entries, that is used in our previous work. We show how suitable

classification rules can be obtained by machine learning technology.
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1. は じ め に

近年，Web2.0というキーワードとともに個人の情報発信の

場が個々のウェブサイトからブログへと変化してきている．平

成 18年 4月の総務省による発表によると，ブログ登録者数が

平成 18年 3月末現在で 868万人に達している [1]．この貴重な

情報源であるブログからの効果的な情報の収集は重要な課題と

なっている．

ブログには，関連するブログ記事同士をリンクするための，

トラックバックというブログ固有の機能がある．トラックバッ



クでは，相手のブログ記事に自分の記事から参照リンクを張っ

た際に，自分のブログ記事から相手のブログ記事へトラック

バック pingを送信することで，参照リンクを張ったことを相

手へ通知し，その結果として相手のブログ記事からのリンクを

得ることができる．この得られたリンクはトラックバックリン

クと呼ばれている．本論文では，トラックバック pingの送信

元であるブログ記事をトラックバック元のブログ記事，トラッ

クバック pingの送信先であるブログ記事をトラックバック先

のブログ記事と呼ぶこととする．

我々は，文献 [2]で，トラックバックリンクを利用したクロー

リングをすることで，ある特定の話題に限定したブログ記事の

集合を収集するための手法を提案した．さらに，話題の特徴語

を用いたフィルタリングを行うことで，収集されるブログ記事

集合が着目した話題に限定されることを示した．

我々は，文献 [3] で，文献 [2] の手法を用いて収集した，ト

ラックバックリンクと特徴語を併用したクローリングによって

得られたブログ記事の集合であるトラックバックコミュニティ

内において，ある話題についての情報を多くのリンクなどを用

いて解説し，まとめている解説型ブログ記事，ある話題につい

ての意見や感想を書いた感想型ブログ記事を定義し，その特徴

を明らかにした．トラックバックコミュニティ内においてブロ

グ記事が持つ，複数のブログ記事において共起したリンク数に

基づいた分類手法の提案を行い，小規模な実験によりその効果

を確かめた．

ブログ記事の利用目的は，多様である．ブログ記事を閲覧す

るという場面でも，ブログ記事の書き手と読み手で目的が様々

に存在する．ブログ記事の書き手においては，自分のブログ記

事を書くために参考となる情報源を必要とする場合や，世間の

大まかな反応を知りたい場合が考えられる．例えばジャーナリ

ストにとっては，ある話題に関する情報源やブログ記事に書か

れていることの根拠となる情報の出所が必要となる場合や，あ

る話題に関する意見や感想などの部分を必要としないような場

合があると考えられる．マーケティングのために商品の評判を

知りたいと考えている人にとっては，商品の仕様・機能解説や

その情報の出所などはそれほど必要とせず，個人の商品の使用

感や印象などに関連した情報が有益である場合が考えられる．

ブログ記事の読み手においては，出来事や製品などの詳細な情

報を知りたい場合や，出来事に対する世間の反応や製品の使用

感などの感想を知りたい場合が考えられる．例えばある製品を

購入しようと考えている人にとっては，製品の詳細な仕様など

は必要とせず，購入者のレビューや感想などを必要とする場合

が考えられる．

本研究では，そのような書き手と読み手の様々なニーズに対

応するために，同一時期に同一の出来事に言及するブログ記事

集合内で分類を行い，ユーザのニーズに合わせた推薦の実現を

目的とし，最適な分類ルールの検討を行う．

2. 関 連 研 究

ブログ記事のクローリング手法としては，ブログ検索エンジ

ンでの利用を目的とした手法がいくつか提案されている．

南野らは，ブログ記事を網羅的に収集し，監視するシステム

の提案を行っている [4]．南野らの手法では，ブログ記事の発見

については，WWW全体を対象としたクローリングやブログ

リンク集，ping サーバの更新情報を利用したクローリングに

よってウェブページを得てから，得られたウェブページをブロ

グであるか個別に判定することでブログ記事の発見を行ってい

る．ブログ記事の収集については，HTML を直接解析するこ

とで行っている．

井原らは，画像情報を含むブログ記事の収集とそれらを検索

するシステムを構築している [5]．井原らは，ブログ記事の発

見を，ブログサービスの提供するブログ記事更新情報のウェブ

ページを巡回し，ブログトップページの URLを抽出すること

で行っている．ブログ記事の収集については，初回のみHTML

を直接解析して収集し以降は RSSを利用し，新しいブログ記

事のみを取得している．

本研究では，着目した話題に関連するブログ記事のみを対象

とする．関連するブログ記事の間で利用されているというト

ラックバックの特性を生かし，トラックバックリンクを辿ること

でブログ記事のクローリングを行う．また，ブログ記事へのト

ラックバックや本文中のリンクを最大限活用するため，RSSは

利用せず HTMLを直接解析しながらブログ記事の収集を行う．

ブログ記事の分類手法としては，ベイズ法による自動分類が

提案されている．

平野らは，日本語圏ブログのリアルタイム自動分類の試みを

行っている [6]．平野らは，巨大掲示板である Yahoo!掲示板の

投稿を訓練データとして，ベイズ法による 2クラス分類器の組

み合わせによるブログ記事の多重トピック自動分類を行ってい

る．平野らの分類クラスは，「エンターテイメント」「スポーツ」

「生活」などの一般的なカテゴリが策定されている．

本研究では，同一時期に同一の出来事に言及するブログ記事

を対象とし，ブログ記事の分類を行う．そのため，「エンターテ

イメント」「スポーツ」「生活」などの一般的なカテゴリではな

く，ブログ記事の読み手と書き手のニーズに対応した分類クラ

スへの分類を行う．

3. 同一時期に同一の出来事に言及するブログ記
事集合の抽出

本研究で用いる同一時期に同一の出来事に言及するブログ記

事の収集は，トラックバックリンクを辿ることによって行う．

SEEDブログ記事（収集の起点となるブログ記事）は，トラッ

クバックを 1 つ以上受けているブログ記事とする．収集はト

ラックバックリンクを辿って行われ，辿るトラックバックリン

クがなくなれば収集を終了する．ただし，起点となるブログ記

事を元に特徴語というものを設定し，その特徴語が本文に含ま

れるブログ記事のみを収集することとする．この方式を用いる

ことによって，トラックバックスパムが収集されることを防ぐ

と共に，収集するブログ記事を，起点となるブログ記事で扱わ

れている話題に絞り込むことが可能で，トラックバックスパム

によるトラックバックコミュニティ内での話題の混濁が起こる

ことを防ぐ．トラックバックスパムとは，起点のブログ記事の



表 1 解説型ブログ記事と感想型ブログ記事の特徴

分類 特徴

解説型ブログ記事 ブログ記事の持つリンク数が多い

話題に関連があるリンクを持つ

情報源などの文章を引用している

感想型ブログ記事 ブログ記事の持つリンク数は少ない

話題に関連する著者の感想が書かれている

表 2 解説型ブログ記事

分類 特徴

ニュース記事 情報源となりうるものをそのまま記載したもの

報告型 複数をまとめたものも含む

ニュース記事 情報源となりうるものを記載し，

意見追加型 著者の意見を追加したもの

表 3 感想型ブログ記事

分類 特徴

意見・感想型 ある出来事の詳細などは記載せず，

その出来事に対する意見・感想を述べたもの

内容と無関係な内容が書かれたブログ記事のことである．また，

通常トラックバックはブログ記事間で使用されるものであるた

め，あるブログ記事のトラックバック元であるトラックバック

リンク先もまたブログ記事であると仮定できる．本クローリン

グ手法ではクローリング中のウェブページがブログ記事である

かどうかを判定しない．なお，収集される情報はブログ記事の

URL，HTML タグを含んだ本文，トラックバック数，トラッ

クバック元のブログ記事 URLである．詳細は，文献 [3]を参照

されたい．

4. ブログ記事の分類

4. 1 分類クラス

我々が，文献 [3] で定義した解説型ブログ記事と感想型ブロ

グ記事の特徴の概要を表 1にまとめる．解説型ブログ記事とは，

ある話題についての情報を多くのリンクや引用を用いて解説し，

まとめているブログ記事のことを指す．その特徴は，リンク数

が多く，そのリンク先がブログ記事の内容の補足になるような

ウェブページ等であること，さらに情報源などの文章を引用し

ていることである．感想型ブログ記事とは，ある話題について

の意見や感想を書いたブログ記事のことを指す．特徴は，リン

ク数が少なく，話題に関連する感想が書かれていることである．

本研究では，ニュース記事に言及するブログ記事を対象とし

て分類を行う．我々が考えた分類とその特徴の概要を表 2，3に

まとめる．解説型ブログ記事に属するものとして，ニュース記

事報告型とニュース記事意見追加型が存在する．ニュース記事

報告型は，新聞社などの情報源となりうる記事をそのままブロ

グ記事本文に記載したブログ記事である．複数のニュース記事

を用い，見やすくまとめたようなブログ記事もこれに含まれる．

ニュース記事意見追加型は，参考のために新聞社などの情報源

となりうる記事をそのままブログ記事本文に引用し，それに対

しての著者自身の意見を書き加えたブログ記事である．感想型

ブログ記事に属するものとして，意見・感想型が存在する．意

図 1 ブログ記事の読み手と書き手の目的と対応する分類

見・感想型は，新聞社などの情報源となりうる記事などは全く

引用せず，ある出来事に対しての著者自身の意見や感想を書い

たブログ記事である．

これらのブログ記事の分類は，ブログ記事の読み手と書き手

双方の目的に応じて推薦を行う場合に有効だと考えられる．そ

の概要を図 1に示す．ブログ記事の読み手にこの分類を適用し

たブログ記事推薦を行う場合，ブログ記事からある出来事の概

要を知りたいと考える人には，複数のニュース記事などが見や

すくまとめられたニュース記事報告型が参考になると考えられ

る．また，ある出来事に対する世間の意見を知りたいと考える

人には，ブログ著者の意見が含まれるニュース記事意見追加型

か，ブログ著者自身の言葉のみで構成される意見・感想型が参

考になると考えられる．ブログ記事の書き手にこの分類を適用

したブログ記事推薦を行う場合，自身のブログ記事を書くため

に，ある出来事に対する資料となるような新聞社などの情報源

や，参考となるブログ記事を手っ取り早く入手したいと考える

人には，情報源となりうる記事の引用が含まれるニュース記事

報告型が参考になると考えられる．また，自身のブログ記事を

書くために，ある出来事に対する他のブロガーの意見を参考

にしたいと考える人には，ブログ著者自身の意見が含まれる

ニュース記事意見追加型か，ブログ著者自身の言葉のみで構成

される意見・感想型が参考になると考えられる．

4. 2 分類に用いる属性

ブログ記事を分類するためには，ブログ記事から複数の属性

を抽出する必要がある．本研究では，ブログ記事の分野固有の

キーワードなどに依存した分類を避ける目的で，記事内の特定

の単語の出現頻度などを属性としては用いず，広い範囲のブロ

グ記事に適用が可能となるような統計情報のみを用いることに

した．本研究での分類に用いた属性を表 4にまとめる．

トラックバック数は，ブログ記事が受けているトラックバッ

クの合計数である．相互トラックバック数は，相互トラックバッ

ク数を計測したものである．トラックバックを受けたトラック

バック先のブログ記事から，トラックバック元のブログ記事へ

トラックバックすることによって，お互いの記事をトラックバッ

クにより自動的に作られるリンクで相互にリンクし合うという

ことが行われており，これを相互トラックバックと呼ぶ．片方

向トラックバック数は，相互トラックバックの状態になってい



表 4 分類に用いる属性

属性 説明

トラックバック数 ブログ記事が受けているトラックバックの合計

相互トラックバック数 ブログ記事がトラックバック元と相互にトラックバックしあっているトラックバックの数

片方向トラックバック数 ブログ記事がトラックバック元から一方的に受けているトラックバックの数

名詞，動詞，形容詞，副詞数 ブログ記事本文の名詞，動詞，形容詞，副詞数

各品詞の TF・IDF 値の合計 ブログ記事本文の名詞，動詞，形容詞，副詞の TF・IDF 値をそれぞれ合計したもの

共起したリンク数 トラックバックコミュニティ内で 2 記事以上で共起したリンクの所持数

新聞社・通信社の記事へのリンク数 ブログ記事本文中における新聞社・通信社へのリンク数（15 サイト）

アフィリエイト数 ブログ記事本文中におけるアフィリエイトリンク数（8 サイト）

ないトラックバックの数を計測したものである．トラックバッ

ク数から相互トラックバック数を除いて求める．

名詞，動詞，形容詞，副詞数は，ブログ記事の本文中に含ま

れる名詞，動詞，形容詞，副詞の種類数である．複数回以上出

現したとしても 1として計測している．

各品詞の TF・IDF値の合計は，ブログ記事本文に出現する

各品詞の TF・IDF 値をもとに式 1 を用いて求めた値である．

式 1中の，nk はブログ記事本文に出現する各品詞それぞれの

TF・IDF値，kはブログ記事本文中の各品詞数である．トラッ

クバックコミュニティ内では，同一の出来事に言及したブログ

記事のみが存在する．その集合の中で，各ブログ記事が持つ各

品詞について TF・IDF値を計算し，ブログ記事ごとに合計を

求めることで，ブログ記事の独自性を測ることができると考え

る．すなわち，その値が大きい方がブログ記事の著者自身の言

葉，すなわち感想や意見にあたる文章が多く含まれ，小さい方

がニュース記事の引用にあたる文章が多く含まれるのではない

かと予測できる．

共起したリンク数は，トラックバックコミュニティ内で 2記

事以上で共起したリンクの数である．共起したリンクについて

は，文献 [3]で，トラックバックコミュニティ内で共起するリン

クは，話題の情報源となりうるウェブページへのリンクである

ことが多いため，分類の指標としての効果が確かめられている．

また，アフィリエイトなどのリンクが大量に存在することで，

情報源へのリンクが全く存在しなくても共起するリンクを持つ

ことが起こる可能性がある．このことがノイズとなり分類結果

に影響を与えると考えられるため，ブログ記事が持つ共起する

リンクの抽出においては，著名なアフィリエイト，ブログラン

キング，ブログサービス固有のタグに含まれるURLをチェック

することで，それらを無視することとしている．

新聞社・通信社の記事へのリンク数は，ブログ記事本文中に

おける新聞社・通信社へのリンク数である．新聞社・通信社と

は，Yahoo!やMSNなどのポータルサイトや読売新聞や朝日新

聞などが運営するニュースサイトのことである．これらのサイ

トは，特に情報源として信頼できると考えられることから抽出

することとした．抽出する新聞社・通信社の URLは計 15サイ

トである．

アフィリエイト数は，ブログ記事本文中におけるアフィリエ

イトリンク数である．アフィリエイトリンクは話題と関連する

商品へのリンクであることが考えられ，特徴的な要素となりう

表 5 分類対象のトラックバックコミュニティ

出来事 件数

オシム監督脳梗塞で緊急入院 76 件

ZARD の坂井泉水さん死去 195 件

M-1 グランプリ 2007 でサンドウィッチマンが優勝 78 件

宮崎県知事選でそのまんま東氏当選 104 件

自民党総裁選で福田新総理誕生 104 件

るため抽出することとした．抽出するアフィリエイトサイトは

計 8サイトである．

tfidfsize =
√

n2
1 + n2

2 + ... + n2
k (1)

4. 3 評 価 実 験

本研究では，分類アルゴリズムとして，C4.5 とナイーブベ

イズ法を用い，各アルゴリズムごとの分類精度を評価した．本

評価では，各アルゴリズムの実装として，ニュージーランドの

Waikato大学で開発が進められているデータマイニングツール

Weka（Waikato Environment for Know）[7] を用いた．分類

アルゴリズムには，Weka に用意されている Quinlan の C4.5

決定木 [8] を実装した J48 とナイーブベイズ法 [9] を実装した

NaiveBayesを用いた．

今回，分類の対象となるブログ記事集合であるトラックバッ

クコミュニティは，トラックバックを辿るクローラで収集を行っ

た．収集したトラックバックコミュニティが扱う出来事は，「オシ

ム監督脳梗塞で緊急入院」「ZARDの坂井泉水さん死去」「M-1

グランプリ 2007でサンドウィッチマンが優勝」「宮崎県知事選

でそのまんま東氏当選」「自民党総裁選で福田新総理誕生」の

5つである．収集したトラックバックコミュニティが扱う出来

事とそれに含まれる件数を表 5に示す．なお，学習に使った各

データセットは，事前に手作業で分類を行っておいたものを使

用している．分類クラスは，「ニュース記事報告型」「ニュース

記事意見追加型」「意見・感想型」の 3つである．

4. 3. 1 10分割交差検定法による評価

表 5のそれぞれのデータセットに対して C4.5とナイーブベ

イズ法を用いて分類学習を行い，10 分割交差検定法で評価し

た結果の Precision（適合率），Recall（再現率），F-Measure

（F値），分類結果をまとめたものを表 6，7，8，9，10に示す．

表中の分類結果は，「ニュース記事報告型」「ニュース記事意見

追加型」「意見・感想型」の分類に属するデータのうち，いくつ

のデータが正しく分類されたかを表している．



表 6 オシム監督脳梗塞で緊急入院

ナイーブベイズ法

分類 Precision Recall F-Measure 分類結果

記事報告型 0.5 0.33 0.4 4/12

意見追加型 0.33 0.636 0.437 14/22

意見・感想型 0.5 0.31 0.382 13/42

C4.5

分類 Precision Recall F-Measure 分類結果

記事報告型 0.7 0.583 0.636 7/12

意見追加型 0.471 0.364 0.41 8/22

意見・感想型 0.673 0.786 0.725 33/42

表 7 ZARD の坂井泉水さん死去

ナイーブベイズ法

分類 Precision Recall F-Measure 分類結果

記事報告型 0.438 0.292 0.35 7/24

意見追加型 0.561 0.46 0.505 23/50

意見・感想型 0.761 0.864 0.81 102/118

C4.5

分類 Precision Recall F-Measure 分類結果

記事報告型 0.158 0.125 0.14 3/24

意見追加型 0.537 0.44 0.484 22/50

意見・感想型 0.776 0.881 0.825 104/118

表 6より，「オシム監督脳梗塞で緊急入院」のデータセットに

対しては，C4.5 の分類学習のほうが良い結果を示した．この

記事報告型，意見・感想型の F-Measureは 0.6を超えている．

しかし，意見追加型の F-Measureは 0.6に満たない結果となっ

た．このデータセットに対する結果は，他のデータセットの結

果と比較すると良い結果だといえる．表 7 より，「ZARD の坂

井泉水さん死去」のデータセットに対しては，ナイーブベイズ

法の分類学習のほうが良い結果を示した．この意見・感想型の

F-Measureは 0.8を超えている．しかし，記事報告型，意見追

加型は 0.6 に満たない結果となった．表 8 より，「M-1 グラン

プリ 2007 でサンドウィッチマン優勝」のデータセットに対し

ては，C4.5の分類学習のほうが良い結果を示した．この意見・

感想型の F-Measure は 0.9 を超えている．しかし，記事報告

型，意見追加型は 0.3に満たない結果となっており，他のデー

タセットの結果と比較すると最も悪い結果だといえる．表 9よ

り，「宮崎県知事選でそのまんま東氏当選」のデータセットに対

しては，C4.5 とナイーブベイズ法のどちらも一長一短の結果

を示した．C4.5の意見追加型の F-Measureは 0.6を超えてい

るが，記事報告型は 0.2に満たない．一方，ナイーブベイズ法

は記事報告型，意見追加型の両方の F-Measureが 0.4程度とな

り，平均的な結果となった．表 10より，「自民党総裁選で福田

新総理誕生」のデータセットに対しては，ナイーブベイズ法の

分類学習のほうが良い結果を示した．記事報告型，意見追加型

の F-Measureは 0.4程度にとどまっているが，意見・感想型に

ついては 0.7に近い結果となっている．

4. 3. 2 学習モデルを用いた分類

表 5のうちの 1つをトレーニングデータセットとして用い学

習させたモデルを用いて，他のそれぞれのデータセットをテス

表 8 M-1 グランプリ 2007 でサンドウィッチマン優勝

ナイーブベイズ法

分類 Precision Recall F-Measure 分類結果

記事報告型 0 0 0 0/8

意見追加型 0.111 0.143 0.125 1/7

意見・感想型 0.898 0.869 0.883 53/61

C4.5

分類 Precision Recall F-Measure 分類結果

記事報告型 0.333 0.25 0.286 2/8

意見追加型 0.286 0.286 0.286 2/7

意見・感想型 0.877 0.934 0.905 57/61

表 9 宮崎県知事選でそのまんま東氏当選

ナイーブベイズ法

分類 Precision Recall F-Measure 分類結果

記事報告型 0.333 0.333 0.333 4/12

意見追加型 0.579 0.324 0.415 11/34

意見・感想型 0.657 0.852 0.742 46/54

C4.5

分類 Precision Recall F-Measure 分類結果

記事報告型 0.222 0.167 0.19 2/12

意見追加型 0.575 0.676 0.622 23/34

意見・感想型 0.722 0.722 0.722 39/54

表 10 自民党総裁選で福田新総理誕生

ナイーブベイズ法

分類 Precision Recall F-Measure 分類結果

記事報告型 0.529 0.346 0.419 9/26

意見追加型 0.421 0.242 0.308 8/33

意見・感想型 0.574 0.867 0.69 39/45

C4.5

分類 Precision Recall F-Measure 分類結果

記事報告型 0.3 0.346 0.321 9/26

意見追加型 0.313 0.303 0.308 10/33

意見・感想型 0.643 0.6 0.612 27/45

トデータセットに用い分類を行った．分類アルゴリズムには，

C4.5とナイーブベイズ法を用い，学習によって得られたモデル

毎に，分類の結果得られた Precision，Recall，F-Measure の

平均を取り，精度を測定した．それらの中で特徴的だったモデ

ルについてまとめたものを表 11，12 に示す．

表 11より，「オシム監督」のデータセットをトレーニングデー

タとして，ナイーブベイズ法の分類アルゴリズムを用いて学習

したモデルについては，意見・感想型の F-Measure が他のモ

デルよりも低くなっている．C4.5 の分類アルゴリズムを用い

て学習したモデルについては，記事報告型の F-Measureが 0.4

を超えており，同じ C4.5を用いた 5つのモデルの中で最も良

い結果がみられた．

表 12より，「M-1グランプリ 2007でサンドウィッチマンが優

勝」のデータセットをトレーニングデータとして，C4.5の分類

アルゴリズムを用いて学習したモデルについては，意見追加型

の F-Measureが他のモデルよりも低くなっている．



表 11 「オシム監督脳梗塞で緊急入院」

で学習したモデルによる分類精度（平均）

ナイーブベイズ法

分類 Precision Recall F-Measure

記事報告型 0.312 0.437 0.359

意見追加型 0.233 0.387 0.281

意見・感想型 0.693 0.452 0.541

C4.5

分類 Precision Recall F-Measure

記事報告型 0.349 0.632 0.447

意見追加型 0.355 0.271 0.290

意見・感想型 0.750 0.710 0.727

表 12 「M-1グランプリ 2007でサンドウィッチマンが優勝」

で学習したモデルによる分類精度（平均）

ナイーブベイズ法

分類 Precision Recall F-Measure

記事報告型 0.467 0.402 0.432

意見追加型 0.356 0.332 0.343

意見・感想型 0.648 0.775 0.705

C4.5

分類 Precision Recall F-Measure

記事報告型 0.356 0.304 0.319

意見追加型 0.454 0.047 0.086

意見・感想型 0.592 0.877 0.703

4. 4 考 察

今回用いた 5つのデータセットによる分類学習の 10分割交

差検定法による結果は，分類アルゴリズムによって違いが見ら

れた．5つのデータセットのうち，ナイーブベイズ法を用いた

ほうが良い分類結果を示したデータセットが 2 件，C4.5 を用

いた方が良い分類結果を示したデータセットが 3 件であった．

これにより，用いるデータセットの性質によって，使用するア

ルゴリズムを適宜変更した方が良いだろうということがわかっ

た．例えば，表 8の結果から，この話題のようにニュース記事

やオフィシャルサイトなどを引用することがあまりない場合に

は，記事報告型が極端に少なくなることが起こりやすいと考え

られる．この場合では，C4.5のアルゴリズムを用いた方が良い

結果となった．このような傾向を調査し，適切なアルゴリズム

を適用するための判断材料とすることが考えられる．

学習モデルを用いた分類の結果と，個別に 10分割交差検定

法で評価した結果を比較するといくつか特徴的な点が見られた．

「オシム監督脳梗塞で緊急入院」のデータセットについて，10

分割交差検定法による結果（表 6）とその他のデータセットに

対して適用した結果（表 11）を比較すると，C4.5とナイーブ

ベイズ法の記事報告型の分類の結果がどちらでも最も良い結果

となっている．「M-1グランプリ 2007でサンドウィッチマンが

優勝」のデータセットについて，10分割交差検定法による結果

（表 8）とその他のデータセットに対して適用した結果（表 12）

を比較すると，C4.5 の意見追加型の分類の結果がどちらでも

最も悪い結果となっている．このような傾向が見られることか

ら，個別に 10分割交差検定法でモデルの精度を測定すること

で，他のデータセットへの適用の効果をある程度測ることがで

きると考えられる．

今回は「ニュース記事報告型」「ニュース記事意見追加型」

「意見・感想型」という 3 つの分類クラスに対する分類を行っ

たが，機械学習を用いているため，異なる分類目的に対しても，

適用可能である．なお，この分類機構は，現在開発を行ってい

るブログクローラのブログ記事の推薦の提示に利用している．

5. お わ り に

トラックバックに基づいたクローリングによって得られたト

ラックバックコミュニティ内において，C4.5 決定木を実装し

た J48 とナイーブベイズ法を実装した NaiveBayes の 2 つの

アルゴリズムを用いて，ブログ記事を「ニュース記事報告型」

「ニュース記事意見追加型」「意見・感想型」という 3つの分類

クラスに分類した．以前から用いていたトラックバックコミュ

ニティ内においてブログ記事が持つ，複数のブログ記事におい

て共起したリンク数に加え，トラックバック数や名詞，動詞，

形容詞，副詞数，各品詞の TF・IDF値の合計を抽出し，それ

らを属性として分類を行い，その効果を確かめた．

分類精度については，意見・感想型以外は低いままであり，

精度の向上については今後の課題である．分類に用いる属性と

して，トラックバックコミュニティ内で 2記事以上で共起した

リンクの所持数を抽出したが，実際に抽出されたリンクを調査

したところ，ブログサービスによって自動的に生成されるよう

なリンクや，適切にシステムにより削除されずに残ってしまっ

たブログランキングへのリンクなども見られた．ブログランキ

ングや自動的に生成されるリンクなど，ブログそのものの機能

や表現方法の変化への対応方法は，今後の検討課題である．
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