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表層的特徴とテキスト特徴に基づく
オンラインディスカッションの健全度定量化手法
武吉 朋也1,a)

帆足 啓一郎1

松本 一則1

小野 智弘1

受付日 2012年3月31日, 採録日 2012年9月10日

概要：インターネットの普及により，一般ユーザでもオンラインでのディスカッションを容易に行えるよ
うになった．このような状況下では，多数存在するディスカッションのそれぞれについて，どの程度円滑
に進行しているのか数値化することがユーザ，およびディスカッションサイトの管理者双方にとって必要
である．そこで本稿では，ディスカッションの円滑な進行に寄与すると人間が感じる発言のディスカッ
ション全体に占める割合を健全度と定義し，ディスカッションのデータから単純集計により取得可能な参
加人数や発言間の時間間隔等の表層的特徴量と，ディスカッションの内容を表す単語の重要度からなるテ
キスト特徴に基づいて，ディスカッションの健全度を定量化する手法を提案する．人手で付与した健全度
に応じてディスカッションに健全，半分程度が荒れ，荒れの 3 つのラベルを設定し，提案手法によるラベル
予測の精度を評価した結果，テキスト特徴のみに基づく分類手法よりも F 値が上回ることを確認した．こ
れにより，本稿で述べる提案手法は健全度が高いディスカッションをユーザに提示し，参加を促すといっ
た利用シーンへの適用が期待できる．
キーワード：オンラインディスカッション，状態解析，健全度，炎上検知，表層的特徴抽出
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Abstract: The spread of online community sites such as social networking services has made it possible for
common users to conduct discussions online. The rapid increase of such online discussions has aroused the
demand of technologies to automatically present lively and exciting online discussions to the user, and also
to detect “ﬂamed” discussions to the service providers to prevent unnecessary collisions between users. This
research proposes a novel method to quantify the soundness of online discussion based on simple surface and
textual features extracted from online discussions. The features used by the proposed method needs neither
a large-scale dictionary nor advanced text analysis. In addition, the features are generic, thus extractable
from any type of online discussion. Our proposed method achieved higher F-measure for the classiﬁcation of
“sound” and “ﬂamed” online discussions than typical text classiﬁcation methods using term features, proving
the eﬀectiveness to select such discussions to system users.
Keywords: Online discussion, state analysis, soundness, detection of ﬂaming, extraction of surface features
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インターネットの普及により，一般ユーザでもオンライ
ンでのディスカッションを容易に行えるようになった．た
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とえば，2 ちゃんねる掲示板*1 等の電子掲示板や，mixi *2 等

ションの内容を確認する必要がある．さらに，通常はサイ

の SNS サイト上の掲示板機能を利用し，ユーザは自身が

ト内で行われるディスカッションは多数であり，目視確認

興味を持つテーマについて意見を交換することができる．

に多大なコストを要する．

また，文部科学省の公式サイト「熟議カケアイ*3 」では，

こうした背景をふまえ，本稿では，ディスカッション全

ユーザは教育政策に特化した意見交換をオンラインで行う

体の中で，ディスカッションの円滑な進行に寄与すると人

ことができる．実世界でのディスカッションとは異なり，

間が感じる発言の占める度合いを重要と考え，この度合い

オンラインでのディスカッションではユーザが物理的に 1

を 0 から 100 の値で表す主観的な数値を健全度と定義し，

カ所に集まる必要はないため，不特定多数のユーザが好き

健全度を定量化する手法を提案する．提案手法は，様々な

なときに発言を行うことが可能である．さらに，テーマを

サイト上で行われるディスカッションに対して適用可能と

新たに立ち上げることや，ディスカッションに参加するこ

するため，既存のサイト上で行われているディスカッショ

とへの制限は一般的にはないため，オンラインディスカッ

ンから，共通して取得可能なデータを前提とするアプロー

ションの数，およびオンラインディスカッション内での発

チをとる．また，ディスカッションのデータに対する単純

言数は日々増加している．以下，本稿ではオンラインディ

集計により取得可能な表層的特徴と，ディスカッションの

スカッションを「ディスカッション」と表記し，オンライ

内容を表す単語の重要度からなるテキスト特徴に基づいて

ンディスカッションを行える電子掲示板等のサイトを「サ

健全度を定量化するアプローチをとる．提案手法の応用に

イト」と表記する．

より，参加するディスカッションの選択を支援することが

サイト上では，言い争いや誹謗中傷といったフレーミン

可能となり，ユーザの利便性が向上する．また，介入すべ

グが多発し，正常に進行しない「荒れているディスカッショ

きディスカッションの選択が可能となり，サイト管理者の

ン」がしばしば発生すると指摘されている [1]．荒れてい

管理業務の効率化が図れる．以降，2 章で関連研究につい

るディスカッションでは，他者に対する攻撃的な発言や謝

て説明した後，3 章で表層的特徴のみに基づいて健全度を

罪の強要，他者の意見を聞かず自身の意見のみの主張，こ

定量化する手法について述べる．次に，4 章で表層的特徴

れらの応酬等，ディスカッションの進行を妨げる発言が多

に加え，テキスト特徴にも基づく健全度定量化手法につい

い傾向にある．荒れているディスカッションの参加ユーザ

て述べる．5 章で健全度定量化手法の有効性を検証する実

は，言い争いを続けるユーザを諌めたり，サイトの管理者

験の結果について述べ，6 章で本稿のまとめと今後の課題

に対応を依頼するといった対処が必要となる．また，ディ

を述べる．

スカッションの場に荒れているディスカッションが増える
と，ユーザがサイトを利用しなくなる一因となる．そのた
め，各ディスカッションがどの程度荒れているのか把握で
きれば，管理上有用である．

2. 関連研究
まず，荒れているディスカッションの抽出に関連する既
存研究について説明する．Ichifuji らは，ディスカッショ

一方で，ディスカッションのテーマに沿って互いに意見

ン内の荒れを検出する手法として，辞書に基づく手法を提

を出し合い，荒れることなく円滑に進行する「健全なディ

案している [2]．この手法は，良い印象を与える単語を格

スカッション」も多数存在する．健全なディスカッション

納した辞書，および悪い印象を与える単語を格納した辞書

では，具体的な根拠を示したうえでの意見の交換，収束に

をあらかじめ構築し，辞書に登録された単語が解析対象の

向かうための折衷案の提案等，ディスカッションの進行に

ディスカッションに出現する頻度に基づいて荒れの度合

寄与する発言が多い傾向にある．一般的に，建設的なディ

いを定量化する．しかしながら，辞書に未登録の単語が用

スカッションを求めるユーザは，自身の興味に合致し，比

いられる場合には，ディスカッションの健全度を正しく定

較的健全なディスカッションへの参加を希望する．このこ

量化できない．また，良い印象や悪い印象を与える単語を

とから，各ディスカッションがどの程度健全であるのか把

格納する辞書を構築するための作業負担も大きい．また，

握できれば，参加するディスカッションを探しているユー

橋本らは，オンラインでのディスカッションにおける「炎

ザにとって有用である．

上状態」に注目し，その状態を検出する手法の検討を行っ

このように，ディスカッションそれぞれに対し，健全

た [3]．既存の掲示板への書き込みを調査した結果，書き込

あるいは荒れのどちらに寄っているのか把握することは，

み頻度が急激に高まり，相手を非難する言葉が見られる場

ディスカッションに参加しようとするユーザ，およびサイ

合に，炎上のリスクが高まると報告している．しかしなが

トの管理者双方にとって重要である．しかしながら，上記

ら，炎上の度合いの定量化，および炎上状態の自動検出に

を把握するには，ユーザおよび管理者が目視でディスカッ

至っておらず，現状ではディスカッションの健全度を定量

*1
*2
*3

化できない．
http://www2.2ch.net/
http://mixi.jp/
http://jukugi.mext.go.jp/
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次に，ディスカッションを対象とした既存研究として，
村上らの研究 [4], [5] について説明する．これらは，ディ
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スカッションの返信構造や，特定の表現の出現に基づき，

みを用いる場合，解析精度が低くなり，健全度の定量化精

ディスカッションから有益な発言を抽出することや，ディ

度も低くなる懸念がある．そこで，本研究ではディスカッ

スカッション内に出現する意見を分類することを目的とし

ションデータから容易に算出可能な，表層的な特徴を用い

ている．有益な発言の数や，出現する意見の数といった指

ることとする．具体的には，発言の総数や参加ユーザの総

標を正確に取得できれば，ディスカッションが進行してい

数といった，ディスカッションのデータから直接単純集計

るか判断するための目安となるため，健全度を定量化する

して得られる特徴や，発言内容に対する形態素解析結果や

うえで有用である．しかしながら，これらの手法は返信構

パターンマッチング結果を単純集計することにより取得可

造が明示的に取得できるサイトを前提としているため，汎

能な特徴である．

用性に欠ける．

以降では，条件 (a)，(b) を満たす特徴を「表層的特徴」

また，電子掲示板上で行われるコミュニケーションが盛

と表記する．また，表層的特徴を算出するため，本稿で対

り上がる要因について調査した既存研究もある．松村ら

象とするディスカッションのデータから，各発言について

は 2 ちゃんねる掲示板で行われるコミュニケーションを

下記を取得可能であるとする．

メッセージのサイズや投稿数，固有表現等の観点で解析し，

発言内容

盛り上がる要因の分析を行った [6]．さらに，Yahoo!掲示

発言ユーザ名

板*4 においてもコミュニケーションが盛り上がる要因の解
析を行っている [7]．これらが解析対象とする電子掲示板

発言の内容を表すテキスト．
当該発言を作成したユーザを一意に決め

るユーザ名，あるいは ID．
発言日時

当該発言が作成された日時．

上では，ディスカッションがしばしば行われるため，松村
らが解析に用いた特徴は本稿の目的である健全度の定量化
にも有用である．

3. 表層的特徴に基づく健全度定量化手法

3.2 概要
ここでは，ディスカッションの状態を示す「健全度」と
いう指標を定義し，ディスカッションの表層的な特徴に基
づいて同指標を算出することにより，ディスカッションの

本章では，表層的特徴に基づくディスカッションの健全

状態を定量化する手法を提案する．ここで，
「健全度」と

度定量化手法（以降，表層的手法）を提案する．まず，表

は，ディスカッションの内容を見た人間が，当該ディスカッ

層的手法について要求条件と処理の概要を述べる．次に，

ションの円滑な進行に寄与すると感じる発言がディスカッ

表層的手法で用いるディスカッションの表層的特徴につい

ション全体に占める度合いを 0〜100 の範囲で表す主観的

て述べ，最後に健全度を定量化する際に用いるモデルの構

な数値とする．あるテーマについて，参加ユーザが円滑に

築方法について述べる．

ディスカッションを行っている場合，同ディスカッション
の健全度は高い．一方，参加ユーザのディスカッションが

3.1 要求条件

平行線になっており，実質的な進行がないディスカッショ

1 つのテーマに沿って行われているディスカッションを

ンの健全度は低い．こうした健全度の低いディスカッショ

対象とし，表層的手法では以下の 2 つの条件を満たす特徴

ンには，いわゆる「荒れ」や「炎上」といった状態に陥っ

を用いて健全度を定量化する．

ているディスカッションも含まれる．

条件 (a) 様々なサイトに適用可能な，汎用性の高い特徴．
「返信が多い発言は有益な発言」等，ディスカッションの

表層的手法の処理フローを図 1 に示す．表層的手法は，
ディスカッションの健全度を定量化するモデル（以降，健

返信構造を活用すると，ディスカッションの進行の目安と
なる特徴を得られるため，健全度を定量化しやすいと考え
る．一方で，明示的に返信構造を取得できないディスカッ
ションサイトが多数存在*5 するため，返信構造を活用する
定量化手法は適用範囲が狭まる．本研究では適用範囲の広
さを重視し，多くのサイトで共通に取得可能な特徴のみを
用いることとする．
条件 (b) ディスカッションのデータから容易に算出可能
な，表層的な特徴．
ディスカッションの発言内容には表記揺れやくだけた表
現，省略等が頻出するため，テキスト解析に基づく手法の
*4
*5

http://messages.yahoo.co.jp/
国内最大級の SNS である mixi の掲示板機能や，2 ちゃんねる掲
示板がこれに相当する．
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図 1

表層的手法の処理フロー

Fig. 1 Process flow of the method using surface features.
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表 1 表層的特徴の代表的な要素と分類

Table 1 Examples of surface features used by proposed method.
分類

要素

発言

文字数，単語数，単語語彙数，各品詞の出現回数，単語数に対する各品詞の出現割合，文数，
文あたりの平均文字数，文あたりの平均単語数，動詞の各活用形の出現数，動詞数に対する各活用形の出現割合，
モダリティ表現の出現回数，敬称表現数，二人称表現数，感嘆符数，疑問符数，各種文字種の出現回数，読点数，
文あたりの平均読点数，テーマに出現する単語数，テーマに出現する単語語彙数，
テーマに出現する単語の出現率，テーマに出現する単語数に対する網羅率

発言間

時間間隔，時間間隔の逆数，新規出現単語数，文字数の差，単語数の差，共通して出現する単語数，
特定の 2 名による交互発言数，同一ユーザによる連続発言数

ユーザ
ディスカッション全体

発言数，単語語彙数，ユーザ名出現回数，ユーザ名出現発言数
分類 1 から 3 の各特徴の合計値，発言ユーザ総数，発言数上位の独占率，総語彙数，
全ユーザの発言内容に共通して出現する単語数，各品詞の出現割合，動詞の各活用形の出現割合，
各種文字種の出現割合

全度定量化モデル）を構築する健全度定量化モデル学習フ
ローと，新たに入力されたディスカッションの健全度を定
量化するフローからなる．表層的手法を適用するため，既
存のディスカッションを収集し，各ディスカッションに健
全度の高低を表すラベルを人手で付与したものを学習用
データとして取得する．
健全度定量化モデル学習フローでは，まず，学習用デー
タに含まれる各ディスカッションから，先に述べた条件を
満たす表層的特徴を算出する．次に，算出した表層的特徴
を説明変数，人手で付与した健全度を目的変数とし，学習
用データに多変量解析を適用することにより健全度定量化
モデルを構築する．
健全度定量化フローでは，まず，対象となるディスカッ
ションから表層的特徴を算出する．次に，算出した表層的
特徴を健全度定量化モデルに説明変数として入力し，健全
度を算出する．

図 2

ディスカッションのデータ構造と特徴量の定義対象

Fig. 2 Data structure of discussion and objects for calculating
features.

徴を表す代表値とする．たとえば，各発言ユーザの発言数
については，平均値は各発言ユーザあたりの平均発言数を
表し，最大値はディスカッション内での発言数が最も多い

3.3 表層的特徴の詳細
本稿で対象とするディスカッションのデータの構成を
図 2 に示す．ある 1 つのテーマに沿うディスカッション
の全体は，各「発言」
，発言日時順に並んだ複数の発言の間
を表す「発言間」
，その発言を行った「ユーザ」から構成さ
れ，これらはすべてディスカッションの健全度に何らかの
影響を与えるものと考える．そこで表層的手法では，この
ディスカッションの構成に準じ，
「発言」
，
「発言間」
，
「ユー
ザ」
，
「ディスカッション全体」の 4 つの分類ごとに表層的
特徴の要素を抽出し，健全度定量化モデルの説明変数とし
て適用する．
本節で述べる分類と要素を表 1 に示す．ただし，分類が
発言，発言間，ユーザである場合には，算出する値につい
て対象ディスカッション内での平均値，中央値，最大値，
最小値，分散を求め，すべて健全度定量化モデルの説明変
数として用いる．これにより，発言，発言間，ユーザそれ
ぞれで算出した値について，ディスカッション内での各特

c 2012 Information Processing Society of Japan


ユーザの発言数を表す．最終的に，健全度定量化モデルの
説明変数は，482 個となる．以降，それぞれの分類につい
て，代表的な要素を述べる．

3.3.1 分類 1：発言
発言内容の規模
ディスカッションを進めるうえで，各発言の中に不
要な内容が多く含まれる場合は，発言内容の規模（分
量や多様性）が大きくなる傾向があると考える．オン
ラインでのディスカッションでは発言を遮られること
がないため，個々の発言が長くなる傾向にある [8]．そ
こで，まず発言内容の規模をとらえる要素を抽出する．
具体的には，各発言内容から下記を算出し，表層的特
徴の要素とする．

• 文字数
• 単語数
• 語彙数
• 各種品詞の出現回数
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• 単語数に対する各種品詞の出現割合

を行っている．本稿でもこれに倣い，各種文字種の出

• 文数

現回数を用いる．

• 文あたりの平均文字数
• 文あたりの平均単語数
発言内容から読み取れる発言ユーザの態度

発言内容とディスカッションのテーマとの関連性
さらに，発言内容とディスカッションのテーマとの
関連がない場合，ディスカッションが進行していない

次に，発言内容から読み取れる発言ユーザの態度

傾向にあると考える．ここで，2 ちゃんねる掲示板に

は，他のユーザに与える心理に影響を与えやすいと考

おけるスレッド名，mixi のコミュニティにおけるト

える．特に本稿で対象とするディスカッションはテキ

ピック名等，ディスカッションを立ち上げた目的を示

ストベースであるため，この傾向は顕著であるといえ

す文字列を本稿では「テーマ」と呼ぶ．テーマと発言

る．そこで，発言内容から他者に対する発言ユーザの

内容を用いて，これらの関連性をとらえる要素を抽出

態度をとらえる要素を抽出する．具体的には，発言内

する．具体的には，発言内容に出現する単語から下記

容から下記を算出し，表層的特徴の要素とする．

を算出し，表層的特徴の要素とする．

• 動詞の各種活用形の出現回数

• テーマに出現する単語数

• 動詞数に対する各種活用形の出現割合

• テーマに出現する語彙数

• 各モダリティ表現 [9] の出現回数

• テーマに出現する単語の出現率

• 敬称表現（「様」や「さん」等）の出現回数

• テーマに出現する単語に対する網羅率

• 二人称表現（「お前」や「あなた」等）の出現回数

テーマはディスカッションの目的を表しており，健

• 感嘆符「！」の出現回数

全なディスカッションではその目的に沿った発言が行

• 疑問符「？」の出現回数

われるため，テーマとの関連性は有効であるといえる．

なお，発言ユーザの主観的な判断や態度を表現する
モダリティ表現については，モダリティを解析するこ

なお，テーマに関するデータを取得できない場合は，
これらの特徴量を用いない．

とを目的とした既存研究 [10] はあるが，大規模コーパ

3.3.2 分類 2：発言間

スを必要とするのに加え，適用可能なモダリティに現

ディスカッションの進行スピード

状制限があるため，適用は困難である．そこで，松村

二者による発言の応酬が短期間で行われるため，言

らがブログにおける書き手の意図とモダリティ表現の

い争いが発生しているディスカッションの進行スピー

関連を調査 [11] する際に用いた単純なパターンマッチ

ドは速いと考える．そこで，まずディスカッションの

ングにより，7 種類のモダリティについてそれぞれ出

進行スピードをとらえる要素を抽出する．具体的には，

現回数を算出する．7 種類のモダリティとは，伝達態

時系列に沿って並べられた発言から下記を算出し，表

度（
「〜よ」
，
「〜ね」
）
，丁寧さ（
「〜です」
，
「〜ます」
）
，

層的特徴の要素とする．

真偽判断（
「〜らしい」
，
「〜だろう」
，
「〜ようだ」
，
「〜

• 連続する発言間の時間間隔

か」），価値判断（「〜べきだ」，
「〜ことだ」，
「〜もの

• 連続する発言間の時間間隔の逆数

だ」
，
「〜なければならない」
，
「〜ほうがよい」
）
，説明
（
「〜のだ」
，
「〜のです」
，
「〜わけだ」
，
「〜わけです」
）
，
テンス（
「〜た」），みとめかた（「〜ない」
）である．
発言内容の複雑さ

発言内容の変化量
次に，ディスカッションを進める際には，それまで
に出された意見や質問を引用し，自身の意見や新しい
情報を付加する傾向にあると考える．そこで，発言間

また，発言内容が複雑であると，他者の誤解や理解

での内容の変化量をとらえる要素を抽出する．具体的

不足を招き，ディスカッションの円滑な進行を阻害す

には，時系列に沿って並べられた発言から下記を算出

ると考える．そこで，発言内容の複雑さをとらえる要

し，表層的特徴の要素とする．

素を抽出する．具体的には，発言内容から下記を算出
し，表層的特徴の要素とする．

• 当該発言までに出現しなかった単語数（新規出現単
語数）

• 漢字の出現回数

• 連続する発言間での文字数の差

• ひらがなの出現回数

• 連続する発言間での単語数の差

• 数字の出現回数

• 連続する発言間で共通して出現する単語数

• 読点の出現回数
• 文あたりの平均読点数

やりとりの頻度
また，ディスカッションは他者と意見交換しつつ進

なお，萩行らがブログの表層的特徴と内容の面白さ

めるものであり，特定のユーザがやりとりを行う傾

の関係を調査 [12] する際に，漢字は難しい印象を，数

向にあると考える．そこで，ユーザ間のやりとりの頻

字は具体的な印象を視覚的に与える文字種として解析

度をとらえる要素を抽出する．具体的には，時系列に

c 2012 Information Processing Society of Japan
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沿って並べられた発言から下記を算出し，表層的特徴
の要素とする．

言数の合計が全発言に占める割合

• 全ユーザの発言内容に共通して出現する単語数

• 特定の 2 名による交互発言数

• ディスカッション全体での各種品詞の出現割合

• 同一ユーザによる連続発言数

• 動詞の各種活用形の出現割合

ただし，特定の 2 名による交互発言数は，あるユーザ

• 各種文字種（漢字，ひらがな，数字）の出現割合

A の発言の直後にユーザ B による発言が行われ，さら
にユーザ A の発言が続く場合の数を計上する．

3.3.3 分類 3：ユーザ
ユーザの発言規模

3.4 健全度定量化モデルの構築
本稿では，多変量解析手法の一種である重回帰分析を用
いて，健全度定量化モデルを構築する．具体的には，図 1

ディスカッションの円滑な進行には，各ユーザの発言

に示す健全度定量化モデル学習フローにおいて，学習デー

数やその規模が影響を与えると考える．そこで，まず

タに重回帰分析を適用し，式 (1) で表される健全度定量化

ユーザの発言規模をとらえる要素を抽出する．具体的

モデルを学習する．

には，あるディスカッションにおける各ユーザの発言
から下記を算出し，表層的特徴の要素とする．

• 各ユーザの発言数
• 語彙数
ユーザが注目されている度合い
次に，発言内容にユーザ名が多数出現する場合は，そ

y =c+

k


ai xi

(1)

i=1

なお，式 (1) の y は健全度，c は切片，ai は i 番目の表層的
特徴量に対する偏回帰係数，xi は i 番目の表層的特徴量，

k は用いる特徴の総数を表す．

のユーザが他者から注目され，頻繁にやりとりを行っ

また，図 1 に示す健全度定量化フローにおいて，健全

ていると考える．そこで，各ユーザがディスカッショ

度定量化の対象となるディスカッションが入力されると，

ン内で注目されている度合いをとらえる要素を抽出す

ディスカッションのデータから表層的特徴量 x1 ，x2 ，. . .，

る．具体的には，ディスカッションの内容からユーザ

xk を算出する．次に，健全度定量化モデル（式 (1)）へ各

ごとに下記を算出し，表層的特徴の要素とする．

表層的特徴量を入力し，健全度 y を定量化する．

• ディスカッション内でそのユーザ名が出現する回数
• ユーザ名が出現する発言数
3.3.4 分類 4：ディスカッション全体
ディスカッションの規模

4. 表層的特徴とテキスト特徴に基づく健全度
定量化手法
本章では，表層的特徴に基づく健全度定量化手法とテキ

荒れているディスカッションでは，多数のユーザが入

スト特徴に基づくテキスト分類手法を組み合わせ，健全度

り乱れて発言を行ったり，長文が連続したりすること

を定量化する手法（以降，提案手法）を提案する．表層的

により全体規模も大きくなると考える．そこで，ディ

特徴に基づく健全度定量化手法では，ディスカッションの

スカッション全体での規模をとらえる要素を抽出す

内容に関する特徴として，テーマに出現する単語の出現頻

る．具体的には，ディスカッション全体から下記を算

度しか用いていない．そのため，内容に着目するテキスト

出し，表層的特徴の要素とする．

分類手法を組み合わせることで，より高精度な健全度定量

• 発言ユーザの総数

化手法を実現可能と考える．以降，提案手法で用いるテキ

• 総語彙数

スト分類手法について説明し，次に表層的特徴に基づく健

• 分類 1 から 3 で求めた各特徴について，ディスカッ

全度定量化手法とテキスト分類手法を組み合わせる手順に

ション全体での合計値

ついて述べる．

ディスカッションの偏り また，円滑に進行するディス
カッションでは，特定のユーザ間でやりとりを行うた
め，各ユーザが均等に発言する傾向にあると考える．

4.1 テキスト特徴に基づく分類手法
テキスト特徴に基づく分類器を，SVM（Support Vec-

さらに，テーマに関連する意見を述べていれば，発言

tor Machine）[13] により構築する代表的なテキスト分類手

内容を構成する単語に偏りがあると考える．そこで，

法 [14] を用いる．具体的には，まず，ディスカッションの全

ディスカッション全体での偏りをとらえる要素を抽出

発言内容に形態素解析を適用し，発言内容に出現する名詞

する．具体的には，ディスカッション全体から下記を

を抽出した後，各名詞の TF-IDF（Term Frequency-Inverse

算出し，表層的特徴の要素とする．

Document Frequency）値 [15] からディスカッションのテ

• 発言数が最も多いユーザの発言数が全発言に占める
割合

• 発言数が最も多いユーザと 2 番目に多いユーザの発
c 2012 Information Processing Society of Japan


キスト特徴ベクトルを生成する．ここで，健全なディス
カッションに出現頻度が偏る特徴的な名詞，荒れている
ディスカッションに出現頻度が偏る特徴的な名詞が存在
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別の問題に対しては強力なツールとなるが，学習および判
定のための処理量は線形識別に比べ大きくなる．このた
め，線形識別である程度の性能が出せることが分かってい
た表層的特徴量とテキストから得た特徴量をすべてまとめ
て非線形 SVM で処理するのは得策でないと判断し，おお
よその健全度を算出する表層的手法と非線形 SVM を用い
図 3

て健全度を補正するテキスト手法を組み合わせた手法を本
提案手法の処理フロー

稿では提案している．

Fig. 3 Process flow of the proposed method.

5. Wikipedia での評価実験
表 2

健全度の補正ルール

本章では，健全度定量化手法の有効性を確認するための

Table 2 Modification rule of soundness.
健全分類器の出力
荒れ分類器

評価実験を行い，その結果について述べる．ここでは，大

正例（健全）

負例

量のディスカッションを健全，荒れに分類するラベル予

正例（荒れ）

0

−α

測タスクを交差検証で実施し，予測精度の比較を行う．評

負例

α

0

価対象データとして，Wikipedia 日本語版のノートページ

の出力

で行われるディスカッションを用いる．Wikipedia のノー
すると考える．そのため，本稿で用いる分類手法では，健

トページでは，Wikipedia への記載内容に関連するディス

全なディスカッションであるのか判定する分類器（健全分

カッションが多数行われており，その中には健全，あるい

類器）と，荒れているディスカッションであるのか判定す

は荒れているディスカッションが多数含まれている．以

る分類器（荒れ分類器）を個別に構築する．健全分類器を

降，評価に用いるディスカッションのデータ，および実験

構築する際には，人手で「健全」と判定されたディスカッ

条件について述べる．次に，表層的手法とテキスト手法を

ションを正例，他のディスカッションを負例として SVM

個別に用いる場合の実験結果，両手法を組み合わせた提案

を適用する．一方，荒れ分類器を構築する際には，人手で

手法を用いる場合の実験結果について述べる．

「荒れ」と判定されたディスカッションを正例，他のディス
カッションを負例として SVM を適用する．

5.1 評価用データの準備
5.1.1 Wikipedia ノートページからのディスカッション
抽出

4.2 組み合わせの手順
表層的手法とテキスト特徴に基づく分類手法（以降，テ

Wikipedia *6 のノートページから 1 つのテーマに沿う

キスト手法）を組み合わせることで，互いを補い合い，よ

ディスカッションを抽出し，さらに発言単位への分割を行

り高精度な健全度定量化手法を実現する．本稿の目的は健

うことで評価用データを作成することとする．Wikipedia

全度の定量化であるため，表層的手法が出力する健全度を，

では図 4 に示すように，各記事ページに対応するノート

テキスト手法の分類結果に基づいて補正する手法を提案す

ページが存在し，記事ページ上部の「ノート」タブをクリッ

る．提案手法の主な処理フローを図 3 に示す．まず，健全

クすることでノートページに遷移する．ノートページ上で

度定量化の対象となるディスカッションデータに対し，表

は，記事ページに記載すべき内容や記事の名称，記事ペー

層的手法，テキスト手法を個別に適用する．次に，テキス

ジの分割といったテーマについてディスカッションが行わ

ト手法の 2 種類の分類結果から，表 2 に示すルールに従い

れている．

補正値を決定する．最後に，表層的手法による健全度定量

評価用データの準備として，まず，Wikipedia 日本語版

化結果に補正値を加え，補正された健全度を取得する．具

のデータベースダンプ*7 からノートページを抽出する．ダ

体的な補正の例をあげると，健全分類器の出力が健全であ

ンプファイルは XML フォーマットであり，タイトル属性

り，かつ荒れ分類器の出力が荒れ以外の場合，当該ディス

に文字列「ノート：」を含む要素を 1 つのノートページ

カッションが健全なディスカッションである可能性がより

として抽出する．次に，ノートページの本文から 1 つの

高いと判断し，提案手法では健全度に補正値 α を加える．

テーマに沿うディスカションを抽出する．抽出したノート

一方，荒れ分類器の出力が荒れであり，かつ健全分類器の

ページの本文は，図 5 に示す Wiki 表記（図 4 に示した

出力が健全以外の場合，当該ディスカッションが荒れてい

Wikipedia 記事「情報工学」のノートページ本文から抜粋）

るディスカッションである可能性がより高いと判断し，提
案手法では健全度から補正値 α を減じる．
なお，本稿のテキスト手法では非線形カーネルの SVM
を使用する．非線形カーネルを使用した SVM は非線形識

c 2012 Information Processing Society of Japan
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http://ja.wikipedia.org/
2009 年 12 月 20 日 版 を ダ ウ ン ロ ー ド サ イ ト
（http://download.wikimedia.org/jawiki/）よ り 入 手 し ，
使用した．
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図 4 Wikipedia 記事ページとノートページ

Fig. 4 Example of article page and note page on Wikipedia.
表 3 ディスカッションに付与するラベル

Table 3 Labels assigned to each discussion by manually.
ラベル名
健全
半分程度が荒れ
荒れ

内容
ディスカッションの全体に渡って正常に進行している
ディスカッションの半分程度で荒れが発生している
ディスカッションの全体に渡って荒れが発生している

5.1.2 健全度の付与
健全度定量化モデルの学習，健全分類器と荒れ分類器の
学習，および評価実験を行うため，各ディスカッション
データについて健全度を決定する．
まず，2,036 個のディスカッションデータに対し，表 3
に示す 3 種類のラベルを人手で 5 名により付与した．ただ
し，
「荒れ」とは，言い争いや平行線の発言，他者への誹謗
中傷等が含まれ，正常に進行していない場合として評価者
に教示した．また，ラベル付与時の基準として，全体のう
図 5

Wiki 表記の例

Fig. 5 Example of Wiki text.

ち「荒れの発言が存在しても 2 割以下」の場合に健全ラベ
ルを，
「荒れの発言が 2 割から 8 割程度」の場合に半分程
度が荒れラベルを，
「荒れの発言が 8 割以上」の場合に荒れ
ラベルを付与するよう教示した．なお，ラベル付与対象と

で記述されている．本稿では，ディスカッションの単位を

なるディスカッションデータは，ラベル付与時の負荷を考

ノートページ中の「節（section）
」で区切られるテキスト範

慮し，総発言数が 15 以上，30 以下であるデータからラン

囲とし，節の名称をテーマと見なす．具体的には，図 5 に

ダム抽出した．

示す節とその名称を表す Wiki 表記「==節の名称==」で

次に，各評価用データに付与されたラベルを基に，健全

区切ることでディスカッションを抽出する．また，図 4，

ラベルが多いディスカッションには高い健全度を，荒れラ

図 5 に示すように，発言の末尾には原則として発言ユーザ

ベルが多いディスカッションには低い健全度を割り当て

名と発言日時の表記がある*8 ため，発言の単位は発言ユー

る．具体的には，まず，健全ラベルでは健全度 100，半分

ザ名と発言時刻の Wiki 表記パターンで区切られるテキス

程度荒れラベルでは健全度 50，荒れラベルでは健全度 0 を

ト範囲とする．以降では，1 つのテーマについて複数の発

対応させる．ここで，任意の 2 名の評価者間（全 10 組）で

言の組を持つデータをディスカッションデータとして取り

重み付きカッパ係数を算出したところ，平均値は 0.69 で

扱う．

あった．また，評価者 5 名の間でケンドールの一致係数は

*8

Wiki は自由記述のため，欠落する場合もある．本実験では，発
言ユーザ名，あるいは発言日時が欠落する場合には発言の単位へ
の分割を実施しない．
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0.62 であった．これらから，評価者間でラベルはほぼ一致
しているといえる．ここでは，5 名分の健全度について平
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表 4 表層的手法のラベル別予測精度

均値を算出し，健全度の正解値とした．

Table 4 Accuracy of each label by the quantify method
using surface features.

5.2 実験条件
健全度が付与された大量のディスカッションについて，
健全，荒れのラベルを予測するタスクにより，健全度定
量化手法の有効性について概観する．評価は 10-fold cross

予測対象

適合率

再現率

F値

健全

74.4%

65.5%

0.697

荒れ

45.0%

37.1%

0.407

validation によるオープン検証を行い，検証用データに対
表 5 テキスト手法のラベル別予測精度

する予測ラベルと正解ラベルの一致度合いを測定する．こ

Table 5 Accuracy of each label using the classification

のとき，評価用データ全体での正解率に加え，ラベル別の

method using textual features.

適合率，再現率，F 値により予測精度を測定する．
表層的手法では，まず，学習用データの表層的特徴量を
説明変数，健全度を目的変数として重回帰分析を適用し，
健全度定量化モデルを構築する．次に，各検証用データの

予測対象

適合率

再現率

F値

健全

76.2%

68.7%

0.722

荒れ

48.2%

31.1%

0.378

表層的特徴量を健全度定量化モデル（式 (1)）に代入する
ことで健全度の予測値を求め，予測値に応じて予測ラベル
を決定する．具体的には，予測値が 20 未満の場合は「荒
れ」ラベル，80 より大きい場合は「健全」ラベル，これら
以外は「半分程度が荒れ」ラベルを予測ラベルとする．ま
た，健全度の正解値に同様の基準を適用し，各検証用デー
タの正解ラベルを設定する．このほか，表層的手法で単語
に基づく表層的特徴（たとえば単語数や命令形動詞の出現
回数）を求める際，単語抽出に形態素解析器を適用した．
具体的には，形態素解析器として MeCab *9 を適用し，形
態素解析用の辞書として標準の IPA 辞書に加え，約 39 万
語からなる独自のユーザ辞書を併用した．このユーザ辞書
は，形態素解析に利用するために，インターネット上の各
種 Web ページやブログ等を自動的にクローリングし，頻
出する未知語を頻度順に登録したものである．品詞等の登
録作業は文献 [16] や [17] を参考にして作業者がほぼ機械的
に半自動で行った．
テキスト手法では，健全分類器を構築する際には，健全
度の正解値が 80 より大きいディスカッションを正例，他
のディスカッションを負例として SVM を適用する．一方，
荒れ分類器を構築する際には，健全度の正解値が 20 未満
であるディスカッションを正例，他のディスカッションを
負例として SVM を適用する．名詞を抽出する際には，学
習用データでの低頻出語，高頻出語は除外する．具体的に
は，学習用データ中で各名詞が出現するデータ数を集計
し，頻度分布から集計結果が 200 より大きく，1,300 未満で
ある名詞を抽出した．なお，本稿では SVM ライブラリと
して LIBSVM *10 を適用し，カーネルはデフォルトの RBF
（radial basis function）を用い，パラメータ調整は事前に
行う*11 ．このほか，形態素解析には表層的手法と同様に

MeCab を適用し，IPA 辞書と独自のユーザ辞書を併用す
る．また，DF 値は毎日新聞の 10 年間分の記事（約 135 万
件）を対象として算出した値を用いる．
提案手法では，表層的手法による健全度の予測値を，テ
キスト手法の分類結果に基づいて補正し，得られる値を提
案手法による健全度の予測値とする．ここで，予備実験の
結果*12 から補正値 α の値は 20 とした．

5.3 表層的手法とテキスト手法の個別評価
まず，表層的手法とテキスト手法の精度評価を個別に行
う．表層的手法の健全ラベル，荒れラベルに対する予測精
度を表 4 に示す．同様に，テキスト手法の健全ラベル，荒
れラベルに対する予測精度を表 5 に示す．表 4 と表 5 か
ら，予測対象が健全ラベルである場合，適合率は 70%台，
再現率は 60%台と，いずれの手法も高い予測精度を示し
た．一方で，予測対象が荒れラベルである場合，適合率で

40%台，再現率で 30%台と，いずれの手法も低い予測精度
を示した．本稿で用いた評価用データにおいて，正解ラベ
ルが健全であるデータは 699 件，荒れであるデータは 132
件であった．荒れであるデータ数に対する健全であるデー
タ数は約 5.3 倍と大きな偏りがあったため，予測対象が荒
れラベルである場合の予測精度が低下したと思われる．表
層的手法とテキスト手法を F 値で比較すると，予測対象が
健全ラベルの場合はテキスト手法が表層的手法を上回り，
予測対象が荒れラベルの場合は表層的手法がテキスト手法
を上回ることが確認できた．
次に，提案手法の有効性を見積もるため，表層的手法と
テキスト手法による予測結果について正答の重なりを確認
する．正解ラベル別に，両手法がともに正答であったデー
タ数，表層的手法のみが正答であったデータ数，テキスト

*9

http://mecab.sourceforge.net/
http://www.csie.ntu.edu.tw/˜cjlin/libsvm/
*11 学習用データ内で 9-fold Cross Validation を行い，最も F 値
が高いパラメータを採用した．調整対象のパラメータはガンマ
（gamma）とコスト（cost）とした．ガンマの候補は 0.001，0.01，
0.1，1.0，コストの候補は 0.1，1.0，10，100 とし，16 通りの組
*10
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*12

合せから選択を行った．
補正値 α を 15，20，25 と変化させた場合の F 値の変化を確認
したところ，正解ラベルが健全の場合はそれぞれ 0.769，0.768，
0.763 であり，荒れの場合はそれぞれ 0.440，0.449，0.455 であっ
た．これらの結果から，正解ラベルが健全，荒れの両方で高い精
度を示す補正値 20 を採用した．
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表 6

表層的手法とテキスト手法の正答・不正答の重なり

Table 6 Duplicates of results in each method.
分類対象

両方正答

表層的手法

テキスト手法

両方

のみ正答

のみ正答

不正答

データ総数

健全

359

99

121

120

699

荒れ

25

24

16

67

132

表 7 Confusion Matrix（提案手法）

Table 7 Confution matrix of proposed method.
予測ラベル

正解
ラベル

健全

半分程度が荒れ

荒れ

合計

健全

566

133

0

699

半分程度が荒れ

206

927

72

1,205

荒れ

3

70

59

132

合計

775

1,130

131

2,036

表 8 提案手法のラベル別予測精度

手法のみが正答であったデータ数，両手法がともに不正答
であったデータ数，データ総数を表 6 に示す．表 6 から，

Table 8 Accuracy of each label by the proposed method.

正解ラベルが健全の場合，表層的手法のみが正答となる

分類対象

適合率

再現率

F値

データが 99 件，テキスト手法のみが正答となるデータが

健全

73.0%

81.0%

0.768

121 件存在する．同様に，正解ラベルが荒れの場合，表層

荒れ

45.0%

44.7%

0.449

的手法のみが正答となるデータが 24 件，テキスト手法のみ
が正答となるデータが 16 件存在する．これらから，表層的
手法の正答データ群をテキスト手法の正答データ群が包含

い正の相関を確認できた．
また，提案手法を適用したラベル予測結果について，ラベ

せず，表層的手法が有効であるデータ，テキスト手法が有

ル別予測精度を表 8 に示す．正解ラベルが健全の場合，適

効であるデータが存在するといえる．本実験で用いたデー

合率で提案手法は表層的手法を 1.4%下回り，テキスト手法

タでは，テキスト手法が有効に作用するデータが多く，表

を 3.2%下回る．再現率で提案手法は表層的手法を 15.5%上

層的手法の予測精度がテキスト手法を下回ったと考える．

回り，テキスト手法を 12.3%上回る．提案手法では，補正

提案手法においては，表層的手法，あるいはテキスト手法

により健全と予測されるデータが多く，適合率で表層的手

のどちらか一方のみが正答となるデータについても正答す

法，テキスト手法に劣る結果となったが，5.3 節での見積

る可能性が高い．そのため，再現率の向上が期待でき，正

りどおりに再現率は大幅に改善されている．その結果，F

解ラベルが健全の場合は再現率が最大で 82.8%（699 件中

値で提案手法は表層的手法を 0.071（0.697 に対し 0.768），

579 件正答）まで，正解ラベルが荒れの場合は再現率が最

テキスト手法を 0.046（0.722 に対し 0.768）上回ることが

大で 49.2%（132 件中 65 件正答）まで向上することが期待

できた．

できる．

一方，正解ラベルが荒れの場合，適合率で提案手法は表
層的手法と同等であり，テキスト手法を 3.2%下回る．再現

5.4 提案手法の精度評価

率で提案手法は表層的手法を 7.6%上回り，テキスト手法を

次に，提案手法の精度評価を行う．提案手法を適用した

13.6%上回る．健全の場合とほぼ同様に，提案手法は適合

ラベル予測結果について，Confusion Matrix を表 7 に示

率で表層的手法，テキスト手法に劣る結果となったが，こ

す．正解ラベルが健全であるデータを荒れと誤って予測し

ちらも 5.3 節での見積りどおりに再現率は大幅に改善され

た数は 0 件，正解ラベルが荒れであるデータを健全と誤っ

ている．その結果，F 値で提案手法は表層的手法を 0.042

て予測した数は 3 件であり，全体の約 2%と低かった．予

（0.407 に対し 0.449）
，テキスト手法を 0.071（0.378 に対し

測ラベルと正解ラベルが一致したデータは 1,552 件である

0.449）上回ることができた．

ことから，評価用データ全体での正答率は 76.2%（2,036 件

ここで，提案手法が有効に作用した事例，有効に作用し

中 1,552 件正答）であった．また，健全度の正解値と提案

なかった事例の確認を通じ，提案手法の有効性，および問

手法による予測値との間の相関係数*13 は 0.772 であり，強

題点について考察する．まず，Wikipedia 記事「腐女子」
のノート*14 におけるテーマ「腐女子って」について，実際

*13

正解値がとりうる範囲に合わせるため，100 より大きい予測値は
100 に，0 未満である予測値は 0 に置き換え，相関係数を算出し
た．
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のディスカッションの一部を図 6 に示す．このディスカッ
*14

http://ja.wikipedia.org/wiki/ノート：腐女子
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図 6

事例 1：提案手法が有効に作用したディスカッション

Fig. 6 Example1:the discussion classified accurately by the proposed method.

図 7 事例 2：提案手法が有効に作用しなかったディスカッション

Fig. 7 Example2:the discussion classified inaccurately by the proposed method.

ションに対する正解ラベルは「健全」であり，テキスト手

キスト特徴だけでなく，表層的手法も考慮する提案手法は

法（健全分類器）は「健全以外」と誤って分類したが，表

有効であると考える．

層的手法は高い健全度を示し，提案手法はこのディスカッ

また，Wikipedia 記事「領土問題」のノート*15 における

ションを「健全」と正しく予測した．図 6 に示すように，

テーマ「尖閣諸島」について，実際のディスカッションの

このディスカッションでは，発言内容に「無意味」や「主

一部を図 7 に示す．このディスカッションに対する正解ラ

観」
，
「誤解」といった単語を含み，ディスカッション上は

ベルは「荒れ」であるが，表層的手法は高い健全度を誤っ

他者への攻撃ともとれる発言が一部含まれているため，テ

て出力し，さらにテキスト手法（荒れ分類器）は「荒れ以

キスト手法は「健全以外」と誤って分類したと考える．し

外」と誤って分類したため，提案手法はこのディスカッ

かしながら，ディスカッション全体では発言態度は丁寧で

ションを「健全」と予測した．このディスカッションでは，

あり，参加ユーザは交互に発言しているため，表層的手法

「荒らし」という他者への攻撃ととれる単語は出現するが，

は正しく高い健全度を出力したと考える．これらから，テ

c 2012 Information Processing Society of Japan
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http://ja.wikipedia.org/wiki/ノート：領土問題
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これ以外に相手を攻撃するような単語は頻出していないた

については，Wikipedia では Wiki 記法に従い発言が入力

め，テキスト手法は「荒れ以外」と誤って分類したと考え

され，2 ちゃんねる掲示板では発言ユーザ名を識別するた

る．さらにディスカッションの発言内容を詳細に確認する

めに ID を使用する必要があり，それぞれのサイト固有の

と，図 7 に示すように，異なる表現を用いつつ，ある参加

ルールや特徴の取得方法に相違があるが，表 1 に示す表層

ユーザは同じ意見を繰り返しており，実質的にディスカッ

的特徴は，共通して取得可能である．以上より，各サイト

ションは進行していない．しかしながら，ディスカッショ

固有の特徴を活用することで，提案手法よりも精度の高い

ン全体では発言態度は丁寧であり，参加ユーザが交互に発

定量化ができる可能性があるものの，各サイトでは提案手

言しているため，表層的手法は誤って高い健全度を出力し

法により健全度を定量化することが可能であり，有効であ

たと考える．

ることが期待できる．

本実験を通じ，正解ラベルが健全であるディスカッショ

なお，サイトごとのディスカッションの特性の違いを反

ンの予測，荒れであるディスカッションの予測のいずれに

映するために，健全度定量化モデル，およびテキスト分類

おいても，表層的手法とテキスト手法を個別に適用する場

器に用いる学習データについては，各サイトのデータを利

合と比較し，提案手法の適用により F 値が向上すること

用してサイト固有のモデルを構築することで，精度向上が

を確認した．これらから，表層的手法の健全度定量化結果

期待できる．

をテキスト手法の結果で補正する提案手法は，ディスカッ
ションの健全度定量化に有効であるといえる．また，同じ

6. おわりに

意見を繰り返しているか判断できるような，テキストに含

本稿では，表層的特徴とテキスト特徴に基づき，オンライ

まれる意見の同一性を判定する手法を導入できれば，提案

ンで行われるディスカッションの健全度を定量化する手法

手法の荒れラベルに対する分類精度の向上が期待できる．

を提案した．提案手法で用いる表層的特徴は，ディスカッ

さらに，本稿の評価用データでは荒れラベルと健全ラベル

ションのデータから単純集計したり，形態素解析やパター

のデータ数の偏りが大きく，この偏りに対する補正が十分

ンマッチング結果を集計したりして得られる特徴である．

ではない可能性があり，データ数の偏りを頑健に補正する

また，Wikipedia 上で行われている大量のディスカッ

手法を適用できれば，荒れラベルに対する分類精度の向上

ションに人手で健全度の正解値を付与し，さらにこれらの

が期待できる．

ディスカッションを健全度の高いディスカッション，およ
び低いディスカッションであるのか予測する評価実験を

5.5 提案手法の汎用性に関する考察

行った．実験結果から，表層的特徴を用いる健全度定量化

本稿では，提案手法の有効性を Wikipedia 上のディス

手法，テキスト特徴に基づく分類手法を個別に適用するよ

カッションデータを対象に確認したが，Wikipedia 以外の

りも提案手法は高い F 値を示し，有効であるとの結論を

幅広いサイトでの有効性を，2 ちゃんねる掲示板，および

得た．提案手法を既存のサイトに応用することで，多数の

mixi コミュニティ内のトピックと比較することで定性的に

ディスカッションから健全度に応じたディスカッションの

考察する．提案手法は，ユーザの発言内容そのものと，発

選択が可能となり，ユーザの検索支援や管理者の管理業務

言者数等の表層的特徴からディスカッションの健全度を定

効率化が期待できる．

量化するものであり，提案手法を適用するための条件は下
記の 3 つとなる．
条件 1

サイトに健全なディスカッションと荒れている

ディスカッションが存在する．

最後に，今後の課題を以下に示す．
課題 1

ラッパ法等の特徴選択手法を適用し，表層的特徴

別に有用性を確認する．
課題 2

SVR（Support Vector Regression）等を用いた精

条件 2

発言内容が主にテキストである．

度検証を実施し，より適切な健全度定量化モデルの構

条件 3

提案手法で利用する表層的特徴が取得できる．

築手法を検討する．

条件 1 については，2 ちゃんねる掲示板，mixi ともに定

課題 3

テキストに含まれる意見の同一性を判定する手法

められたテーマに沿って円滑に進行する健全なディスカッ

を導入し，荒れているディスカッションの分類精度を

ションや，
「荒らし」の出現や誤解から誹謗中傷や個人の発

向上させる．

言態度を疑問視する発言等，ディスカッションの進行を妨
げる発言の多い荒れているディスカッションも存在する．
条件 2 については，2 ちゃんねる掲示板では，アスキーアー
トが多用されるスレッドも存在するが，ディスカッション

課題 4

ラベル別データ数の偏りを補正する頑健な手法を

適用し，荒れているディスカッションの分類精度を向
上させる．
謝辞

本稿を作成するにあたり，日頃ご指導いただく

自体はテキストで進められる．また mixi では，画像を発

KDDI 研究所安田豊代表取締役会長，中島康之代表取締役

言内容の一部として表示することが可能であるが，こちら

所長，鈴木正敏取締役副所長，および滝嶋康弘執行役員に

もディスカッションは主にテキストで進められる．条件 3
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