情報処理学会第69回全国大会

1T-5

ベイジアンフィルタとカテゴリ分類を用いた
ブログスパム判定に関する研究
中村健二†

田中成典‡

池辺正典†

関西大学大学院総合情報学研究科†

１．はじめに
近年，誰もが気軽に情報発信を行う手段とし
て，ブログ（Weblog）が注目されている．ブロ
グは，記事，コメントとトラックバックから構
成され，コメントを通じた情報交換やトラック
バックを通じた関連情報の収集が容易である．
しかし，それらの機能を対象として，広告や他
サイトへの誘導を目的とするスパム投稿が増加
[1]しており，投稿のスパム判定を効果的に行う
方法が求められている．既存研究として，同一
文字列を検出することでスパム判定を行う研究
[2]や，ベイジアンフィルタを適用し，文中で用
いられる単語の頻度からスパム判定を行う研究
[3]などがある．しかし，同一文字列からスパム
判定を行う手法は，誤判定が多いという問題が
ある．また，ベイジアンフィルタによる手法は，
判定対象のブログ記事の内容を考慮しないため，
記事のカテゴリによっては，精度が低下すると
いう問題がある．そこで，本研究では，カテゴ
リを分類して記事を管理するというブログの特
性を活かし，カテゴリ分類[4]を用いたベイジア
ンフィルタ[5]によって，ブログに適したスパム
判定を行うシステムを開発する．
２．システムの
システムの概要
本研究では，ブログデータを入力し，使用さ
れる単語の各カテゴリにおける出現頻度の違い
から，コメントやトラックバック元の記事での
スパム判定の結果を出力する．本システムの流
れを図１に示す．本システムは，１）ブログ解
析機能，２）判定情報作成機能，３）スパム判
定機能の３つの機能により構成される．
２．１ ブログ解析機能
ブログ解析機能
本機能では，教師データとして収集したブロ
グデータを HTML 解析し，ブログ記事，コメント
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及びトラックバック元のブログ記事に分割する．
教師データは，既にカテゴリ分けされているブ
ログを対象とした．
２．２ 判定情報作成機能
本機能では，ブログ記事のカテゴリ判定に用
いるカテゴリベクトルの作成と，コメントやト
ラックバック元の記事のスパム判定に用いるカ
テゴリ別スパム判定コーパスの作成を行う．カ
テゴリベクトルは，既にカテゴリ分けされてい
るブログ記事の中に出現する各単語の出現回数
をもとに作成する．カテゴリベクトルの各要素
の値は，出現分野の偏りを考慮して相互情報量
を用いて算出する．カテゴリ別スパム判定コー
パスは，カテゴリ分けされているブログ記事に
投稿されたコメントやトラックバック元の記事
を手動でスパム投稿とスパムではない投稿に分
け，各単語の出現頻度を算出する．その結果か
ら，スパム投稿とスパムではない投稿の比率を
用いて各単語のスパム確率を算出し，スパム判
定コーパスを作成する．
２．３ スパム判定機能
スパム判定機能
本機能では，まず，判定情報作成機能で作成
したカテゴリベクトルとブログ記事の記事ベク
トルの類似度からカテゴリ判定を行う．次に，
カテゴリ判定の結果から，利用するスパム判定
コーパスを決定する．最後に，カテゴリに対応
したスパム判定コーパスを用いて，コメントや
トラックバック元の記事のスパム確率を算出し，
投稿されたコメントやトラックバック元の記事
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のスパム判定を行う．スパム確率算出には，次
に示す Gary Robinson 方式を用いた．


H = C −1  − 2 log ∏ (1 − f (w)),2n 
w




S = C −1  − 2 log ∏ f (w),2n 
w


1+ H − S
I=
2

（１）
（２）
（３）

表１
評価項目
判定確率(%)
擬陽性率(%)
擬陰性率(%)

実験結果
提案手法
64.8
11.8
13.5

従来手法
62.2
15.5
14.6

未満と低く,擬陽性率と擬陰性率は 10％以上の高
い値をとっている．これは，コメントやトラッ
は逆カイの２
クバック元の記事に出現する単語数が少なく，
乗関数を表す．また，f(w)は単語 w のスパム確
スパム判定コーパスの性能が十分に発揮できな
率，n は出現単語数，H はノンスパム性，S はス
い
た め と 思 わ れ る ． ま た ， 教師データとして
パム性を表し，I は S と H を統合した指標であ
Web から取得してきたブログの中に不適切なも
る．このとき，0.5 を基準として，I が１に近け
のが多く含まれていた可能性も考慮する必要が
ればスパムと判定し，０に近ければスパムでは
ある．
ないと判定する．
４
．おわりに
３．システムの
システムの実証実験と
実証実験と考察
本研究では，カテゴリ別にスパム判定コーパ
実証実験では，本システムの有用性を確認す
スを作成し，ブログ記事の記述内容を考慮した
るため，カテゴリを考慮したスパム判定コーパ
スパム判定手法を実現した．実証実験では，３
スを用いる提案手法と，カテゴリを考慮しない
つの評価項目において従来手法よりも優れた結
スパム判定コーパスを用いる従来手法との比較
果を出しており，本手法がブログスパムの判定
実験を行った．
に有効であることを実証した．しかし，今後の
３．１ 実証実験
課題として，教師データが不適切な場合や，コ
実証実験として，本提案手法と従来手法の比
メントやトラックバック元の記事の文字量が少
較を行った．まず，カテゴリベクトル作成処理
ない場合，カテゴリを誤判定するため，適切な
では，Yahoo!ブログの 12 カテゴリを分類対象と
し，それぞれ 3,000 件の教師データを用意する． スパム判定コーパスを選択できない問題がある．
これを解決するために，各単語の共起情報やブ
そして，この教師データをもとにカテゴリベク
ログ運営者と投稿者間の関係情報などの判定に
トルを作成する．カテゴリ判定には，ベクトル
有用なメタ情報を追加することで，文字量が少
空間モデルを用いた．次に，スパム判定コーパ
ない場合にも対応できるように研究を発展させ
ス 作 成 処 理 で は ， カ テ ゴ リ 毎に，スパム投稿
る予定である．
500 件とスパムでない投稿 500 件の合計 1,000
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