
DEIM Forum 2010 C3-2

Webを利用した語の詳細関係に基づく情報の信憑性判断支援
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あらまし Web上には多くの偽情報が存在しており，それらを適切に判断し，回避することはWebに不慣れな者や，

調べたいトピックについて詳しくない者にとっては困難である．そこで本論文では，特異な文章を警戒する事を目的

とし，文章の特異度の測定を行う手法を提案する．具体的には，文章内の文章内外から見た特徴的な語を数件抽出し，

その語が文章のテーマ中で用いられることの妥当性を判定する．そして，特徴語全体のうち妥当でないと判断された

語の存在割合で文章の特異度を算出し，ユーザに提示する．Wikipediaの記事を真，Uncyclopediaの記事を偽とし，

特異度によってWikipediaと Uncyclopediaの記事を分類する事で，特異度を情報信憑性の判断支援に用いる事が妥

当であるかを評価した．特異度の算出についてはしきい値を定め，偽陽性，偽陰性の判定とともに ROC曲線により

評価した．しきい値を 0.5として，しきい値以上なら偽情報，しきい値未満なら真情報として判断することを条件と

した．その時 0.58の精度を得た．
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Abstract A lot of false information exists on the Web. It is difficult to judge it appropriately for the beginner. To

solve this problem, we aim to warn of peculiar text. We propose a method to measure peculiarity of text. Higher

peculiarity means lower credibility. We extract a theme word and some characteristic words. The characteristic

word is characteristic in text and on the web. We check whether there are the subject-description relation between

them. The peculiarity of text is defined using ratio of the subject-description relation between the theme word and

the characteristic words. We evaluated the contribution of the peculiarity to judgement of credibility by classifying

text from Wikipedia and Uncyclopedia by the peculiarity. We changed threshold value and plotted ROC curve.

When threshold value was 0.5, the precision was 0.58.
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1. は じ め に

近年，Webにおける情報量は膨大なものとなっている．その

中から，適切にユーザが必要とする情報を得ることは，ある程

度情報収集に慣れたユーザならばまだしも，初心者には非常に

困難である．その理由として，情報量が多すぎることや，それ

にまぎれた偽の情報が数多く存在することにある．特に後者は

深刻で，様々な場所で出現する偽の情報に多くの人々が被害を

受けている．また，そのような情報の真偽をユーザが判断する

場合，自らそのフレーズを検索エンジンに問い合わせを行うな

どして解答を得ようと試みる．しかしこの作業はユーザにとっ

て非常に負担の大きいものである．

命題の真偽を判別するためには知識が必要である．しかし，

Web上にはその判別に必要な知識が全て存在する訳ではない．

したがって，情報の真偽を判別することは不可能であると考え

ている．そこで本研究では，情報の真偽をユーザが判別可能に



なるような判断材料を提示することを目的とする．本研究では

その１つとして，“特異な文章ほど警戒して読むべきである”と

考える．つまり，文章の特異性を信憑性尺度の１つとして考え，

疑わしい情報を回避することが信憑性判断支援につながると考

えている．

提案手法は重要な語の抽出と選択，それらの語の詳細関係か

ら対象とする文章の特異性を推定する２つの手法から構成する．

語の抽出では，語の文書内外での特徴に着目する．また，語の

詳細関係の判定では，文章構造を利用した手法を用いる．

2. 関 連 研 究

2. 1 情報信憑性に関する研究

GyöngyiらはTrustRankと呼ばれる概念を発表している [1]．

この概念は，スパムサイトの判定に用いることができると言わ

れている．TrustRankとは，あらかじめ人手で “信頼できる”

と判断された良質なページを拠点とし，リンク先にスコアを付

ける．TrustRankは拠点ページから直接リンクされているペー

ジに多くのスコアを与える．一般的に，良質なページは滅多

に悪質なページにリンクを張らず，逆に悪質なページは悪質な

ページにリンクを張ることが多い．したがって，TrustRankの

概念を用いることで良質なページとスパムページに分類するこ

とができ，良質なページのみを取得する事が可能である．以上

のように，TrustRankは周囲のページから信憑性を推定するア

プローチである．本研究では，TrustRankとは異なり “文章自

体”から信憑性を推定するアプローチをとる．

また，山本らは，検索結果の集約とページ生成時間分布解析

を用いた，Web情報の信用度評価システム “ほんと？サーチ”

を開発している [2]．このシステムは，検索結果の集約とWeb

ページ生成時間分布の解析により，精度の高い信用度評価を可

能としている．“ほんと？サーチ”は，語のフレーズを用いて信

用度の算出と評価を行っている．そのシステムの特性上，信用

度評価を行う対象が “文（一文）”であり，長い “文章”には向

かない．本研究では，“文章”を評価の対象としている．

2. 2 詳細語抽出アルゴリズム

小山らは，Webページの文書構造を利用した関連キーワード

の抽出法として，詳細語抽出アルゴリズムを提案している [3]．

これは，あるキーワードを詳細化する語（細かく説明するため

に用いられる様な語）を抽出する手法である．基本的にはキー

ワードの関連を抽出するために相関ルールを用いる．この手法

では，さらにそれらがどのような関係で用いられるかについて

も考慮している．具体的には，キーワードがWebページのタ

イトルに出現するのか，それ以外に出現するのかというWeb

ページの文書構造に着目してキーワード間の共起度を測る手法

を提案している．Webページ中のキーワード出現位置パターン

を図 1に示す．

以下に定義する (1) 式を満たせば語 B は語 A の詳細語で

ある．

DF (intitle(A) ∩B)

DF (intitle(A))
>

DF (A ∩B)

DF (A)
(1)

ここで，DF (A)は語Aの検索結果件数，DF (A∩B)は語A

B
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A
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本文→

図 1 Web ページ中のキーワード出現位置パターン

と語 B の AND検索結果件数，DF (intitle(A))はページタイ

トルに語Aを含むページの検索結果件数，DF (intitle(A)∩B)

はページタイトルに語 A を含み，かつページのどこかに語 B

を含むページの検索結果件数である．

また，たとえ (1)式を満たしたとしても，偶然である場合も

ある．ここでは，(2)式に示す χ2 検定を行う事で，語の出現の

仕方に偏りがあるかどうかを判定する．偏りが確認できた場合，

“語 B は語 Aの詳細語である”という仮説を採用する．

これらを用いることで，単なる共起度を測る手法よりもより

関連性のある語を抽出する事が可能となる．

χ2
0 > α,χ2

0 =

2∑
i=1

2∑
j=1

(xij − aibj/N)2

aibj/N
(2)

各変数の定義を表 1に示す．

表 1 変数の定義

変数 値

N DF (A)

a1 DF (intitle(A))

a2 N − a1

b1 DF (A ∩B)

b2 N − b1

x11 DF (intitle(A) ∩B)

x12 a1 − x11

x21 b1 − x11

x22 N − a1 − b1 + x11

2. 3 専門用語（キーワード）自動抽出システム “termex”

termexの原理を簡単に説明する．termexは専門用語（キー

ワード）自動抽出システムで，FLR と呼ばれる独自の値を用

いている．FLR は複合名詞の連結情報と，語の出現頻度を組

合わせて算出される [4]．FLR算出式を (3)式に示す．

FLR(t, p) = tf(t, p)× LR(t) (3)

ここで，tf(t, p) はページ p 中の語 t の出現頻度で，LR(t)

は語 tがより多くの名詞から構成される複合名詞ほど，より高

い値となる．専門用語は複合名詞からなる事が多い．よって，

FLRは出現頻度の高い専門用語ほど高く算出される．

3. テーマ語と特徴語の詳細関係に基づくWeb

ページの特異度

本研究ではWeb上のテキストでも，単独または複数人によっ

て説明記述がされた文章を対象として，大きな２つの処理によ

り解析する．ユーザに解析結果を提示するまでの大まかな処理

の流れを以下に示すと共に，図 2に処理の概要図を示す．

（ 1） [特徴度抽出] 解析対象のWeb ページ（またはテキス
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図 2 処理の流れ

ト）を指定し，その後テキストから “テーマ語”の選択，“特徴

語”の決定

（ 2） [特異度算出] 検索エンジンを用いて，“テーマ語” と

“特徴語”の詳細関係を判定し，詳細関係より解析した文章の特

異度を提示

本章では，特異性を推定するため必要となる “テーマ語”と

“特徴語”の決定手法，2つの語の詳細関係の算出手法を述べる．

3. 1 テーマ語と特徴語の発見手法

本研究では，任意の文章のテーマとなるような単語を “テー

マ語”，文書内外で特徴的な語を “特徴語”と定義する．

特徴語を抽出するため語に特徴度を定義する．その際以下の

2点に注目する．

• 文書内で出現頻度の高い専門用語

• 文書集合で特定文書にのみ出現する語

文書内の特徴の指標として 2. 3 節で述べた FLR 値を用いる．

また，文書集合における特徴の指標として IDF値を用いる．

よって FLR と IDF を組合わせて特徴度を算出することで，

2点の特徴を満たす特徴語が抽出できる．ページ pに出現する

語 tの特徴度 Fe(t, p)を (4)式で定義する．

Fe(t, p) = FLR(t, p)× idf(t) (4)

ただし，FLR(t, p)はページ pに出現する語 tの FLR，idf(t)

は語 tの IDF値である．文章中の語において，この Fe(t, p)の

上位N 件の語を “特徴語”とする．N の数値は文章の内容，長

さによって可変である．現段階ではユーザがパラメータとして

与える．また，文章のテーマはユーザ自身での把握が比較的容

易であると思われる．よって，テーマ語は候補となる語をユー

ザに提示し，選択させるものとする．

3. 2 特異度の算出手法

本研究では，“特異な文章ほど，警戒して読むべきである”と

考える．つまり，文章の特異性を信憑性尺度の１つと見なす．

特異な文章では，同じテーマの一般的な文章に比べて通常使

用されない語が多く使われている．この考えから，テーマ語と

各特徴語の関係を判定することで一般的な文章なのか，特異な

文章なのかを判断する．関係の判定には 2. 2節で述べた詳細語

抽出アルゴリズムを用いる．テーマ語と各特徴語が詳細関係で

ある文章は，テーマを詳細に説明するために一般的な語が使用

されているので一般的な文章と言える．しかし，語間の詳細関

係が認められない場合，テーマを詳細に説明する際通常使用さ

れない語が使われているので，その文章は特異であると考えら

れる．本研究では，一般的であるものを信頼する事以上に，特

異であるものほど警戒する事が重要だと考えている．したがっ

て，以下の (5)式のように，文章の特異度を定義する．

Pec(p) =
1

N

N∑
i=1

isNotDetail(s, ti) (5)

ここで，isNotDetail(s, ti)はテーマ語 sと特徴語 ti が詳細関

係でなかった場合 1 となり，詳細関係であった場合 0 となる．

N は抽出した特徴語の数である．また，Pec(p)の値域は [0,1]

である．

Pec(p)が低い文章は内容が一般的と言える．逆に Pec(p)が

高い文章は内容が特異であると言える．

また，単純に詳細関係の数のみで特異度の算出を行うより，

特徴語によって重みを考慮して特異度の算出を行う方がより良

い結果が得られると予想される．よって，特徴度の高い特徴語

ほど重みを加える．例えば N = 5のときの重みは w1 = 0.35，

w2 = 0.25，w3 = 0.20，w4 = 0.15，w5 = 0.05とする．なお，∑N

i
wi = 1の条件を満たすように重みを与える．これで，よ

り特徴的で重要な語が特異度に大きな影響を及ぼし，あまり重

要でない語は小さな影響にとどめる事ができる．重みを考慮し

た場合の特異度を (6)式に定義する．

Pec(p) =

N∑
i=1

isNotDetail(s, ti)× wi (6)

4. 実 験

3.章で述べた手法を用い，予備実験を行った．今回 “特徴語

の抽出” と “特異度算出” の２つの実験を個別に行い，検討を

行った．また，抽出された特徴語を用いて特異度を算出した後，

特異度の閾値を決め真偽の 2クラスに分類した．なお，検索エ

ンジンは bingを用いた．

4. 1 特徴語の抽出実験

3. 1 節で述べた手法を用い，特徴語抽出実験を行った．表

2に示すトピックについて，Wikipedia, Uncyclopediaからそ

れぞれ得られる記事を入力とし，実験を行った．真の情報は

Wikipedia，偽の情報は Uncyclopedia と決め，それぞれ記事

を取得した．ただし，ページ全体でなく，用語の概要を説明

する部分を入力とした．特徴語抽出結果を一部抜粋し，表 3

に示す．(U)は Uncyclopedia，(W)はWikipediaの記事の意

味である．検索結果件数と特徴度は省略する．Wikipedia の



記事の信憑性について疑問視されることも多いが，Gilesの調

査で，Britannica（注1）と同等の正確さであることが分かってい

る [5]．よって，本研究では真の情報として扱っても問題はな

いと考える．また，偽の情報として扱う文章を類似書式である

Uncyclopedia とすることで，提案手法の評価を行う事が可能

であると言える．さらに，4. 2節で述べる特異度による分類実

験により，本手法の評価を行う事が可能であると言える．

表 2 入力テキスト記事タイトル

オブジェクト指向 DNA 鉛筆

日本放送教会 コーラ 原子力

Hyde ドラゴンボール 赤木しげる

Windows ノストラダムス 地球温暖化

アメリカ合衆国 ピザ 天動説

イチロー ペン回し 錬金術

特徴語に “公共放送事業体” や “特殊活動集団”，“国際単位

系”の他，特徴的な語が抽出された．しかし，テーマ語である

“オブジェクト指向” などの語が抽出された．これは，termex

が語の出現頻度を考慮していることや，テーマ語が文書集合に

おいて特徴的な語であったため誤抽出されたと考えられる．ま

た，“や GASTUNK”のような誤って結合された複合語が抽出

された．結合誤りを起こした複合語は，本来利用される語では

ないため IDFの値が非常に高くなる．その結果，誤って抽出さ

れたと考えられる．

以上より，テーマ語となるべき語を特徴語リストから除外す

る，複合語として誤っているものを除外する等の改善を行えば

精度の向上が予想される．

4. 2 特異度の算出実験

正しいテーマ語を人手で選択することを条件とし，4. 1節の

実験で得られた特徴語を用いてテキストの特異度を 3. 2節で述

べた手法で算出した．記事タイトルとテキスト IDの対応を表

4に示すと共に，特異度算出結果を表 5に示す．

ここで，仮に特異度 0.5以上を特異な文章，それ未満を一般

的な文章として 2クラス分類問題とる．分類結果も共に表 5に

示す．ただし，実際の状態が真情報であることを中心とし，検

定した．

Wikipediaの記事について，txt9やその他において真情報で

あるにもかかわらず偽情報と誤った判定がされた（偽陰性）．

また，Uncyclopediaの記事について，txt4やその他において

偽情報であるにもかかわらず真情報と誤った判定がされた（偽

陽性）．ここで，全判定結果のうち判定が偽陽性であった割合

の偽陽性率 α（False positive rate），偽陰性であった割合の偽

陰性率 β（False negative rate）を求める事ができる．それぞ

れ (7)式，(8)式で定義される．

α =
(number of false positives)

(number of negative instance)
(7)

β =
(number of false negatives)

(number of positive instance)
(8)

（注1）：現在アメリカ合衆国から発行されている国際大百科事典

表 4 テキスト ID

ID 記事タイトル

txt1 オブジェクト指向

txt2 日本放送教会

txt3 Hyde

txt4 DNA

txt5 Windows

txt6 アメリカ合衆国

txt7 イチロー

txt8 コーラ

txt9 ドラゴンボール

txt10 ノストラダムス

txt11 ピザ

txt12 ペン回し

txt13 鉛筆

txt14 原子力

txt15 赤木しげる

txt16 地球温暖化

txt17 天動説

txt18 錬金術

表 5 特異度算出結果

Wikipedia Uncyclopedia

特異度 陽性/陰性 特異度 陽性/陰性

txt1 0.12 真陽性 0.64 真陰性

txt2 0.36 真陽性 0.6 真陰性

txt3 0.44 真陽性 0.2 偽陽性

txt4 0.28 真陽性 0.16 偽陽性

txt5 0.28 真陽性 0.28 偽陽性

txt6 0.28 真陽性 0.8 真陰性

txt7 0.28 真陽性 0 偽陽性

txt8 0.28 真陽性 0.56 真陰性

txt9 0.68 偽陰性 0.52 真陰性

txt10 0.2 真陽性 0.28 偽陽性

txt11 0.12 真陽性 0.16 偽陽性

txt12 0 真陽性 0 偽陽性

txt13 0.16 真陽性 0.4 偽陽性

txt14 0 真陽性 0 偽陽性

txt15 0.64 偽陰性 0.36 偽陽性

txt16 0 真陽性 0.12 偽陽性

txt17 0 真陽性 0 偽陽性

txt18 0.16 真陽性 0.2 偽陽性

実験結果よりそれぞれ求めると

α =
13

18
= 0.72 (9)

β =
2

18
= 0.11 (10)

となった．また，感度（Sensitivity）と呼ばれる値が存在し，

1− β で定義される．感度は真を真と正しく判定できた割合で

ある．実験結果に対し感度を求めると，0.88となる．

このように，あるしきい値を決定すれば偽陽性率と偽陰性率

を求めることができる．ここで，偽陽性率を横軸，感度を縦軸

とし，しきい値を媒介変数として大から小へと変化させ ROC

曲線を描く [6]．実験データに適応して描かれた ROC曲線を図



表 3 特徴語抽出結果リスト

オブジェクト指向 (W) 日本放送協会 (W) Hyde(W) オブジェクト指向 (U) 日本放送協会 (U) Hyde(U)

オブジェクト指向 公共放送事業体 や GASTUNK 女キャラ 日本ヘンタイ教育放送 アンサイクロペディア

対象物指向 にっぽんほう マンソ 素子 特殊活動集団 執筆者もろ

要求分析フェイズ 日本放送協会定款 生年月日 オブジェクト指向 ヲタク育成 単位

オブジェクト ニッポンホウソウ MONTHLYVAMPS オブジェクト指向言語 日本放送教会 国際単位系

相互作用 NHK モトリー 実態 省略法 計量法

3 に示す．
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図 3 ROC 曲線

ROC曲線は y = xの直線より左上に寄れば寄るほどシステ

ムが有効であることを表す．本実験結果は，y = xの直線にほ

ぼ重なっており，システムの精度としては改善の必要がある．

その主な原因として，4. 1節で述べたように特徴語の抽出が正

しく行えていない事があげられる．特に，偽情報での抽出が正

しく行えず精度が落ちていると考えられる．よって，3. 1節で

述べた改善案を適応すれば精度が向上すると予想される．さら

に，特異度算出の問題点として，文章が極端に短いものを扱っ

た場合，抽出される特徴語が極端に少なくなる．特異度は抽出

した全特徴語中にテーマと関係がない語がいくつ含まれている

かという割合であるため，全特徴語数が少数であるとわずかな

誤判定が特異度の精度に大きな影響を与えると考えられる．こ

の問題を解消するために，提案手法 (5) 式の N を決定する手

法を考える必要がある．

5. ま と め

本稿では，疑わしい情報を発見し，情報の信憑性判断支援を

行うための手法を提案した．具体的には文章から特徴語を抽出

する手法，抽出された特徴語と，選択したテーマ語の詳細関係

を調べることにより，文章の特異性を推定する手法を提案した．

しかし，現手法では不十分であり，特徴語の抽出手法の精度を

より向上させる必要がある．また，現段階ではタイトル取得の

テーマ語を自動選択（抽出）する手法の考案が必要である．さ

らに，(5)式の N をどのようにして決定するかを検討する必要

がある．
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