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サイトにおける違反コンテンツ検閲
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―安心して使い続けてもらうためのコミュニティを目指して―
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日本最大級の女性向けコミュニティサイトにおいて，ユーザ数増加とともにコミュニティを荒らすようなガイドラインに
違反したコンテンツの投稿が多く見られるようになった．サービス運営当初はすべての投稿を監視していたが，リソース
の少ないスタートアップにおいてすべての投稿を監視し続けるのは現実的ではなかった．そこで，機械学習を利用して違
反コンテンツ検閲システムの構築を行い，ユーザに安心して使い続けてもらうためのコミュニティ作りに取り組んだ．本
稿では実際に運営されているサービスの中で実践した取り組みを報告する．

1．はじめに

2.2 監視におけるリソース不足
サービス運営当初はすべての投稿を人手で監視してい

筆者が所属する Connehito（株）が運営する mamariQ [1]

たが，開発当時ディレクタ 1 人，エンジニア 2 人でプロ

は日本で最大級の女性向け Community Question Answer-

ダクト開発を継続して行わなければならないという状況

ing（以下，CQA と略す）サイトである．CQA サイトと

であったため，すべての投稿を監視し続けるのは現実的

はユーザの投稿した質問に対して，ほかのユーザが回答

ではなかった．

を寄せるサイトのことを言う．日本においては，Yahoo!

そこでサービス初期の段階では，単語の部分一致を用い

知恵袋に代表される．活発な CQA サイトにおいては，

て特定の単語を含むもののみ検閲を行った．また，サービ

必ず「荒らし」と呼ばれる，本来の CQA の利用用途に

スの成長とともに検閲の量も多くなったので，担当者を1人

そぐわない投稿を行うユーザが現れる．本稿では，ス

つけることにした．しかし，サービスが成長し現在の規模，

タートアップがサービスの成長を止めずに限られたリ

すなわち月間約 80 万件のコンテンツ投稿が行われるよう

ソースを用いて効果的に不適切な投稿に対応した方法

になると，不適切なコンテンツ検閲のための監視対象投稿

を実例を元に述べる．

数は 1 日あたり数千件に上り，投稿の検閲を目視で行う方
法では監視が間に合わなくなった．

2．背景・課題
2.1 サービス規模
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2.3 開発におけるリソース不足
以上のような背景から目視での投稿監視は難しくなっ

妊娠・出産・子育ての疑問を解決する女性のための

たため，何かしらのシステムでこの問題を解決すること

Q ＆ A サイト mamariQ には，厚生労働省発表の人口動

にした．しかしながら，成長し続けなければならないス

態統計 [2] から算出すると 2015 年に出産予定日を迎えた

タートアップにとって，費用対効果の見えないこのよう

人の 10 人に 1 人以上が登録しており，国内最大級の家

なシステムの開発業務に対して十分な時間を割くことは

族向けサービスに成長している．このような状況の中，

難しい．なぜなら業務時間中はアプリケーション本体の

mamariQ のユーザ数増加とともにコミュニティを荒らす

開発に時間を割く必要があったからである．そこで業務

ようなガイドラインに違反した不適切なコンテンツの投

時間外の時間を利用し，限られた時間内で精度を向上さ

稿が多く見られるようになった．

せ，実運用に持っていく必要があった．
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2.4 不適切な投稿に対応することの重要性

あるので，不適切な投稿の recall を 1 に近づけることを

過去の回答が閲覧可能な CQA にとって，ガイドライ

第 1 目標とする．またその条件下で通常の投稿を不必要

ンに違反したコンテンツの投稿はクリティカルな問題と

に不適切な投稿として分類しないよう precision を実用上

なる．なぜなら，ユーザは少しでもコミュニティが荒れ

十分なまで上げることが第 2 目標である．これら 2 つの

た雰囲気を感じると投稿を控えるようになるからであ

目標を達成することで，アプリケーションは実運用が可

る．以下は実際にユーザから送られてきた違反報告の文

能になり，安心して使い続けてもらえるコミュニティを

章の一部である．

作ることに繋がる．

「正直，せっかく投稿したのにそれを攻撃されるなら，

4.1.3 学習器の選定

もう投稿したくないしアプリに足も運びたくなくなりま

まず，学習器の選定を行った．比較対象となる学習器

す．たまたま否定的な意見の人が集まると，いじめのよ

は Naive Bayes, Decision Tree, SVM[5], Random Forest[6] で

うな状態になっていて，怖いです」

ある．なお，以後の実験での評価は，すべて 5-fold cross

上記のように感じるユーザを減らすため不適切な投稿
に対応することはコミュニティ運営上非常に重要な意味
を持つことが分かる．

validation で行った．
それぞれの学習器で 4.1.1 節のデータを分類した結果
を表 1 に示す．最も結果が良かったのは Random Forest
であった．しかし，それでも precision, recall ともに 0.7 程

3．機械学習によるアプローチ

度であった．さまざまな学習器を試すことやパラメータ
のチューニングなど，時間が十分にあれば学習器につい

検閲が必要なコンテンツの投稿かどうかを，機械学習

て改善を行うことも可能であるが，割くことのできるリ

を用いて判別することにした．自然言語処理における文

ソースは限られていた．かつ実導入のニーズがサービス

章分類ではいくつかの手法が存在するが，今回は

の成長とともに高まっていたので，精度向上の効果が低

1) 形態素解析システム（MeCab[3]）で質問文から単
語を切り出し，

かった学習器を変えるというアプローチから，「辞書を
拡充し，愚直に辞書データを精査する」というアプロー

2) 1 の単語を元に特徴語辞書を準備し，

チに変更した．また，辞書の拡充にあたってシステム辞

3) 各文章の特徴語をカウントして特徴ベクトルを作

書自体も精査することにした．

成し，

4) 学習器を用いて分類する

4.1.4 システム辞書の選定
4.1.3 節では MeCab 標準のシステム辞書である ipadic を

というシンプルな方法で分類器を開発し，検閲を自動化

用いたが，ほかのシステム辞書を利用することで精度が

することにした．また，素性としては名詞，動詞，形容

上がることが期待できると考えた．そこで，それらのシ

詞，記号を用いた．

ステム辞書の選定を行った．候補としては ipadic 以外に
jumandic, unidic とさらに ipadic と併用可能な mecab-ipa-

4．実運用へ向けた試行と，実践で生まれた
運用フロー

4.1 精度向上への取り組み
4.1.1 指標検証のためのデータセット
過去に運用した中で，目視により「不適切な投稿であ

dic-NEologd[7] が挙げられる．
mecab-ipadic-NEologd とは，多数の Web 上の言語資源
から得た新語を追加することにより拡張した MeCab 用
のシステム辞書である．mecab-ipadic-NEologd を利用し
て MeCab を実行した結果と ipadic で実行した結果をそれ
ぞれ図 1，図 2 に示す．

る」と判断した投稿 1,000 件と通常の投稿 1,000 件を用意

この 2 つの図を見ると「メールレディ」という単語が

し，合計 2,000 件の投稿に対して 2 値分類を行うことに

ipadic では「メール」という単語と「レディ」という単

した．

4.1.2 目標とすべき指標数値の定義

表 1 学習器ごとの各指標の比較

不適切な投稿かどうかを「正しく判別している」こと
を定量的に計るため，precision, recall, F-measure, accuracy[4] を比較する値として利用する．目標とすべき指標数
値として，不適切な投稿を見逃さないことが最重要で

Naive Bayes
Decision Tree
SVM
Random Forest

Precision
0.65
0.66
0.69

Recall
0.63
0.66
0.57

0.71

0.70

F1
0.62
0.66
0.50
0.69

Accuracy
0.66
0.66
0.58
0.70
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め，結果に改善が見られたのだと考えられる．よって，
mecab-ipadic-NEologd をシステム辞書として採用するこ
とにした．

4.1.5 辞書の拡充
システム辞書に mecab-ipadic-NEologd を利用するこ
とにより，単語の分割精度を高めることができたが，
本サービス特有の単語は網羅されていなかった．そこ
で網羅できていない，本サービス特有の単語を追加・
調整することにより，精度の向上に取り組んだ．その
辞書拡充のステップを図 3 に示す．
図 1 mecab-ipadic-NEologd を利用して MeCab を実行した結果

辞書の拡充自体は非常に愚直な作業である．ユーザ
から違反報告があがったコンテンツに対して，目視で何
がその違反の原因だったのかを判断し，分類に適した単
語があれば辞書に追加していく．
具体例として，「ビジネスパートナー」という単語を
辞書登録するかの判断について説明する．mamariQ にお
ける「ビジネスパートナー」という単語を用いた投稿は
ユーザをネットワークビジネスへ勧誘する投稿であるこ
とが多い．たとえば以下のような投稿である．
「はじめまして，私は今妊娠中ですが家からの仕事で
旦那より稼いでます．一緒に仕事をするビジネスパート
ナーを募集中です．もし興味があれば連絡先を交換し
ませんか？」この文章を形態素解析すると，「ビジネス」

図 2 ipadic を利用して MeCab を実行した結果

と「パートナー」という 2 つの名詞と認識される．この

語に分割され，mecab-ipadic-NEologd では「メールレディ」

て認識させるために，単語として辞書登録を行う．

ような単語の場合，「ビジネスパートナー」を 1 語とし

という 1 単語に分割されていることが分かる．mamariQ

ユーザからの違反報告に向き合い，合計約 2,000 単語に

においては「メールレディ」に関する投稿は違反コンテ

ついて検討，精査を行い，辞書の拡張を続けた．4.1.1 節

ンツである割合が高いため，mecab-ipadic-NEologd の方

のデータセットに対して拡張した辞書を利用し，学習器

が正しい良い分割をしていると考えられる．また，末

（Random Forest）を用いて判別を行ったところ，各指標は

尾の顔文字については mecab-ipadic-NEologd では意味を
示すフリガナがふられていることが分かる．以上より，
mecab-ipadic-NEologd の方が文章の内容をより理解する
ための情報を得ることができる．
mecab-ipadic-NEologd を含めた各辞書で最も良い辞書
を選定するために，学習器の比較で最も結果の良かっ
た Random Forest を用いて辞書の比較を行った．ipadic,

表 2 システム辞書ごとの各指標の比較
ipadic
jumandic
unidic
ipadic + mecabipadic-NEologd

Precision
0.71
0.72
0.71

Recall
0.70
0.71
0.70

F1
0.69
0.71
0.70

Accuracy
0.70
0.71
0.70

0.73

0.72

0.72

0.72

jumandic, unidic, ipadic に mecab-ipadic-NEologd 加えてそ
れぞれで実際に判別を行った結果を表 2 に示す．表 2 よ
り ipadic と mecab-ipadic-NEologd の併用が最も良い結果
となったことが分かる．
スマートフォンベースのサービスである mamariQ に

ユーザから
の違反報告

は絵文字や顔文字，Web 上でよく使用されるスラングや
より一般的な会話の中で使われる単語等が利用されるた
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図 3 辞書拡充のステップ

目視による
要因調査

辞書の
アップデート
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表 3 に示す値となった．結果として precision, recall とも
に 0.8 以上となった．サービス開始時から現在までにあ
がってきた違反報告を確認し，網羅した段階で実用化へ

4.2 機械学習と目視での投稿内容確認の併用による実
運用へ

4.2.1 クリティカルな分類ミスの存在

の取り組みをスタートすることにした．約 2 万件近くの

実際にアプリケーションに検閲システムを導入してみ

違反報告を精査することは簡単ではなかったが，辞書の

ると，分類ミスは少ないが，運用上きわめて不適切なコ

拡張の過程で精度が上がることが明確に分かったので，

ンテンツでもあるにもかかわらず，適切と分類してしま

チームメンバに協力を仰ぎながら地道に作業を進めた．

う場合を 0 にすることはできなかった．たとえば，一見

4.1.6 サンプリングした実データを用いた閾値チューニング

普通の投稿に見えるが，実はブログのリンク先はユーザ

ここまでの実験において，不適切な投稿と通常の投

を不適切なコンテンツの閲覧へと誘導させる以下のよう

稿は 1 対 1 の割合のデータセットを用いていた．しかし，
実際には不適切なコンテンツの割合は通常の投稿に比

な投稿である．
「みなさん子育てで参考にしている

べてごく少数である．直近で行われた投稿約 100 万件

本や人，ブログなどありますか？？

の実データから 1,000 件をランダムサンプリングし，内

おすすめなどあれば教えてほしいです (^-^)/

容を確認したところ不適切な投稿は 12 件であった．こ

私はこの方のブログを参考にさせてもらってます！

の 1,000 件に対して，学習済みの学習器により判別を行

優しい気持ちになれるので，めちゃめちゃお勧めです！

ったところ，表 4 に示す結果となった．違反コンテン

(^^) http://xxx.xxx.xxx（不適切なコンテンツ閲覧へと誘

ツの recall が 1.00 であることから，学習器による判別に

導させるリンク）」

よって違反コンテンツの投稿がすべて検知できている

4.2.2 ユーザのための運用フローを構築

ことが分かる．一方で，一部の本来は通常のコンテン

CQA にとって，ガイドラインに違反したコンテンツ

ツとして判別されるべきデータが不適切な投稿として判

の投稿はクリティカルな問題となる（2.4 節を参照）．そ

別されているため，違反コンテンツにおける，precision

こで，機械学習と目視での投稿内容確認の併用によって

の値が低い．そこで，scikit-learn[8] の RandomForestClas-

この問題に対して取り組んだ．実運用では 4.1.6 節と同

sifier を用いて probability を出力させ，その判別の閾値を

様に scikit-learn の RandomForestClassifier を用いて，投稿

調整することにした．probability を確認すると，通常コ

コンテンツごとに違反コンテンツである probability を出

ンテンツだが違反コンテンツとして判別された投稿の多

力させ，それが一定の閾値を越える場合に人に判断を促

くは probability が 0.5 〜 0.74 であることが分かった．そ

すようなアラートを出すという工夫を行った．図 4 にシ

こで，デフォルトの設定における閾値は 0.5 であるが，

ステム全体のフローを示す．

0.74 という閾値に変えた結果，表 5 に示す結果となった．
違反コンテンツすべてを検知しつつ，通常コンテンツを

ユーザが投稿

違反なコンテンツとして判別される件数を大幅に削減す

不正コンテンツである
probabilityが下限閾値以上

ることができた．

目視なしで投稿

学習器による判別

辞書拡充後

Precision
0.73

Recall
0.72

0.81

0.80

不正投稿
として対処

2つの閾値の間

表 3 辞書拡充前後の各指標の比較
辞書拡充前

不正コンテンツである
probabilityが上限閾値以上

F1
0.72
0.80

Accuracy
0.72

目視が必要な
リストへ追加

0.80

表 4 サンプリングしたデータに対する判別結果

Precision
1.00
違反コンテンツ
0.06
通常コンテンツ

Recall
0.82
1.00

F1
0.90
0.12

全体件数

988
12

通常投稿
として対処

不正コンテンツ
でないと判断

目視による判別

不正コンテンツと判断

表 5 サンプリングしたデータに対する，閾値調整後の判別結果

Precision
1.00
違反コンテンツ
0.55
通常コンテンツ

Recall
0.99
1.00

F1
0.99
0.71

全体件数

988
12

不正投稿
として対処

図 4 機械学習と目視での投稿内容確認を組み合わせた運用フロー
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まず，ユーザからの投稿はあらかじめ学習したモデル

ースの限られたスタートアップで現実に適用できるシス

に従い判別する．このとき，不正なコンテンツであると

テムの構築を行うことができた．今後は画像付きの投稿

いう probability が上限閾値以上である場合は不正コンテ

に対しても機械学習を用いたシステムによる画像判別を

ンツとして対処し，逆に下限閾値以下であった場合に

導入していきたいと考えている．

は通常の投稿として扱う．scikit-learn における RandomForestClassifier の True or False の閾値を 0.74 に設定した上
で，人に判断を促すアラートを出す下限閾値は執筆時点

謝辞

本稿におけるプラクティスに尽力された Connehito

（株）のチームメンバに感謝の意を表します．

では 0.6，上限閾値を 0.74 として指定している．その理由
は，false negative な判定をしてしまった投稿を発見するた
めである．false negative な判定とはすなわち，本来は不適
切なコンテンツであるが，そうでないと判定したという
ことである．繰り返しになるが，そのような投稿はコミ
ュニティにとってクリティカルな影響を及ぼす投稿とな
る（2.4 節を参照）ので，ここの誤判定を 0 に近づけるた
めにこのような 2 つの閾値を設定した．probability が 2 つ
の閾値の間に含まれた場合，その投稿に対しては，目視
での投稿内容確認が必要なコンテンツとしてリストに登
録する．そしてそのリストに登録されたコンテンツを人
間が判断し，不正かどうかを判別する．機械学習を最大
限利用するが，あえてすべては自動化しないことで，結
果としてコミュニティにとって大事な検閲の精度を高め，
運用可能なフローとなった．
このシステム導入後，人手による判別が必要と判断さ
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れる投稿は 1 日あたり 200 件程度となった．この件数は
全投稿の 1 ％以下である．これにより，1 日数回，リス
トに登録されたコンテンツをチェックする程度で検閲が
完了している．

5．おわりに
現在も継続的かつ定期的に辞書のアップデートを行い
ながら今の閾値が適切かどうかの確認を行っている．多
くの研究では数％の精度について最新の学習アルゴリズ
ムを用いて競い合うことが多いが，現実に適用する際に
は，非常に愚直で時間はかかるものの，辞書の整備が確
実で効果的であることが分かった．また，すべてを機械
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アンケートにご協力ください
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