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Weblog(blog) とは？

定義は様々

アメリカでは，他サイトをリンクし，それに簡潔なコメン
トをつけて紹介するフィルタサイトが最初

その後，その作者達が同じようなサイトを意識することで一
気にコミュニティが形成された

1999年のBlogger登場を契機として，blog作成用の高機
能なツール，サービスが普及し，それに伴う形でblogコミュ
ニティは拡大，多様化している

日本では，「ウェブ日記」を中心としてコミュニティが形
成された (いわゆる「テキスト系サイト」)

参考文献: 「日本におけるblogの過去・現在・未来」
http://www.hotwired.co.jp/matrix/0305/004/index.html





blogの背景

「ニュージャーナリズムの新しい波」!?
一般の人々が自分の考えを容易に公表でき
る

アメリカでは9.11を契機に飛躍的発展



日本における事情

Web日記という形で，blogツール普及以前か
ら広く書かれていた．

blogとは，内容的にも形式的にも，ほとんど
区別の必要はない．



もう1つの(ビジネス的?)背景

一般の人々からの情報発信が盛んに

速報性のある新鮮な大量の情報を有効に活
用したい

現在注目されている情報源
掲示板 (BBS)
blog (Weblog)
chat
…



Agenda

blogを対象としたテキスト処理の概要

blogWatcher: blogページの自動収集と
監視に基づくテキストマイニング



blogを対象としたテキスト処理の
概要



blog検索サービス(国内)
Bulkfeeds(http://bulkfeeds.net/)
Feedback(http://naoya.dyndns.org/feedback/)
Myblog japan(http://www.myblog.jp/)
ココログル(http://web.or.tv/)
BLOGNAVI(http://www.blognavi.com/)
Blog search!(http://blog.threetree.jp/)
News&Blog Search(http://news.drecom.jp/)
blogWatcher(http://blogwatcher.pi.titech.ac.jp/)

http://blog.threetree.jp/
http://news.drecom.jp/
http://blogwatcher.pi.titech.ac.jp/search/


blog検索サービス(海外)
Technorati(http://www.technorati.com)
NewsTalk, BookTalk, …
Blogdex(http://blogdex.net)
MIT Media Lab.のプロジェクト

Daypop(http://www.daypop.com)
Popdex(http://www.popdex.com)
Blogstreet(http://www.blogstreet.com)
BlogPulse(http://blogpulse.com)

Blog検索エンジンのリンク集
(http://www.aripaparo.com/archive/000632.html)

http://www.technorati.com/
http://www.daypop.com/
http://www.popdex.com/
http://www.blogstreet.com/


blogを対象としたテキスト処理技術

トレンド分析（Daypop, Blogpulse, …)
Authority分析(被リンク数によるランキング)
Similarity Search
コミュニティ抽出

…



Similarity Search

テキストベース(VSM)
Bulkfeeds
リンクベース(共引用)
Blogmatcher
(http://www.blogmatcher.com)
Blogstreet

http://www.blogmatcher.com/


blogにおけるコミュニティ抽出

blog間のリンク構造を元にコミュニティを抽出

Webにおけるコミュニティ抽出手法の適用

HubとAuthority
PageRank, HITS, …



All Consuming

http://www.allconsuming.net
Weblog.comとAmazon.comの融合

blogで話題に上がっている書籍

ISBNへの参照の利用

http://www.allconsuming.net/
http://www.allconsuming.net/


インターネット上の情報監視

[永井，他 2003]
ガーラ

IBM WebFountain



blogWatcher: blogページの自動収
集と監視に基づくテキストマイニング



blogWatcher

特徴
対象は，広義のblog
Web日記，テキスト系サイトを含む

メタデータに依存しない，HTML文書の解析に基づいた手
法でblog判定

バースト度
キーワードがいつ盛り上がっていたか

評判情報検索
キーワードに関連する評判情報を抽出

メタブログ
話題のトピックを提示



blogの定義

我々は，

不特定多数でない個人(あるいは団体)が

関心を持ったニュースやできごとについて書いた
もので，何らかのコメントを含み，

日付表現を伴い，時系列に沿って掲載されており，

ある程度の頻度で更新されるWebページ

をblogと考える



blog の収集，監視 (1/2)

現在，「blog」というと，

Movable Typeなどの「blogツール」やまた，これらのホス
ティングサービスを利用しているサイト

Trackbackなど，blogツール特有の機能を有しているサイ
ト

を指すことが多い．

しかしながら，日本では…
blogツール登場以前から，「Web日記」が盛んであった

情報の質は，blogと同様



blog の収集，監視 (2/2)

このようなblogも含めて網羅的に収集したい

blogツールによって書かれたblogだけなら…
RSS(RDF Site Summary)
pingサーバ

を利用することにより，容易に収集ができる
ex.) Bulkfeeds, Feedback…

「Web日記」のような特定のツールやhostingサー
ビスを利用しないものも網羅的に収集したい

Webページ中に記述されるものも多い



システム構成

収集
モジュール

blog判定

モジュール

監視
モジュール

URL

HTML

entry

HTML

blogのリンク集 LINK

pingサーバ

blogblogからのリンク

entryURLWWW



blog判定

あるWebページがblogかどうか？

「Webページから，ある制約を満たすentryを切り出すこと
が出来るかどうか」をチェックすることでblog判定を行う

blogの性質として以下の性質を仮定している．

entryの書かれた日付を表す日付表現を必ず含む

日付表現は記事の上部にある

一連のentryに対して，各日付表現にかかるタグの順序は
一定である

一連の日付表現はフォーマットが一定である

ex.) 「2003/1/2」と「2-Jan-2003」



日付情報の抽出

blogのエントリ抽出の手がかりとして，日付表
現を使用する

HTML文書中に出現する，日付を表す表現に
対して，タグ付けを行う



日付表現のタグ付け

手法

1.日付候補箇所にdateタグをつける

2.不要なdateタグを調べる

3.欠けている年と月の補完

4.不要なdateタグの除去



entryの抽出

日付表現を「同じタイプの日付表現」毎にグルーピング
タグの係り方が同じ

日付表現を囲むHTMLタグ中において，先頭もしくは末尾から日
付表現までのbyte数が同じ
ex.) ☆2004/1/1 元旦の出来事

☆2004/1/12 成人式に行って来ました．

日付表現のフォーマットが同じ
ex.) 「2004/1/1」と「1/2」は同じフォーマット
　　　　「1-Jan-2004」と「2004/1/2」は別フォーマット

各タイプに対して，Webページからentryの集合を抽出.
後述する非blogページのフィルタリング条件によってフィルタリン
グされなかったentry集合のうち，もっともサイズが大きいものを
そのWebページに対するentryの集合であると考える．



非blogページのフィルタリング

上述の処理で切り出されたentryは必ずしも
blogではない

掲示板

chat
メーリングリストのアーカイブ

イベントの案内
日時: 2003/1/1 会場: 東京ドーム　開演: 18:00-

などなど

これらを除きたい



現在のシステムの機能

全文検索

キーワード，日付

ランキング（被リンク数，更新間隔，サイズ，…）

同一性判定（重複除去)
月間ホットキーワード(burst検出)
キーワードの月間出現数推移

評価表現（主観表現）の抽出，表示

おすすめblogの提案

RSS Feed













キーワードのburst

ある単語の出現頻度が急激に上がることがある
ワールドカップ中は「サッカー」「日本」「代表」など

そのような語を収集するために、単純に頻度を
計算するのでは問題がある

助詞などのいわゆる「ストップワード」が大量にとれ
てしまう

そこで出現間隔に基づいて盛り上がり(burst)
度を計算する手法である[Kleinberg, 2002]
を拡張して用いた



document streamとは

Kleinbergの手法ではdocument streamを扱う

掲示板への連続する書き込み

連続する一連の記事

などのように，ある間隔で到着するdocument列
(情報ストリームなどとも呼ばれる)
ここでは，以下のようなモデルとして考える

dt dt+1dt-1

時間
xtt-1 dt: document

xt: 次のdocumentとの
時間間隔



document streamにおけるburst

burstとは，document間の間隔が他と比べて短くなって
いる部分

ある単語を含むdocumentのみを集めて作られた
document streamでburstが存在する場合，burst部
分ではその単語に関連するイベントが発生していると考え
ることができる

Kleinbergの手法とは，このようなburst部分を検出し，
その度合い(burstの大きさ)を得るための手法

dt dt+1dt-1

時間xt

burst

t-1



Kleinbergの手法について

以下の点で他の手法に比べ優れているとされる

一時的に間隔が長くても，一続きのburstと判定する

通常の出現間隔と比べてどう変化したかに基づくため，

ストップワード処理をする必要がない

比較的計算量が少ない

しかし，この手法は平常状態におけるdocument出現

間隔が一定であることを仮定しているため，出現間隔に

偏りのあるdocument streamを対象にする場合は問

題がある



対象とするデータの性質

電子掲示板では朝は書き込み数が少なく，夜に書き込みが
集中するという性質がある

収集されたblogにはインターネット普及率などに起因する
blog総数の増加が存在する

そこで，このような対象にも適用できるように手法を拡張する

0

500

1000

1500

2000

2500

1 73 145 217 289 361 433

電子掲示板への書き込み数 収集されたblog数



月別ホットキーワード

あらかじめblog中に出現する全単語(20万語)
に対し，各月毎のburst度を計算し，ランキン
グを作成する

システム側ではこの計算結果を利用すること
で，「指定月のホットキーワードリスト」として表
示することができるようになる



月別ホットキーワード

burst度に基づいて，
月ごとに注目されたキー
ワードを表示

2003年12月では，

1. クリスマス

2. サンタ

3. フセイン

4. 忘年会

5. クリスマスイブ・・・・



評価表現の抽出

今回はとりあえずプロトタイプとして，単純な
手法により，評価表現の抽出を試みた．

1. IPALの形容詞・形容動詞辞書から評価的単
語を収集

2. Cabochaによる係り受け解析

3. 簡単な規則を使用し，評価表現を検出



Meta blogとは？

収集したblogの中から，注目すべき話題をユー
ザに提示したい

burstしている単語を含むエントリが参照して
いるニュースソースを検索

おすすめblog，ニュースソースをblogとして
提示



評価(blog判定)

構築したシステムは，2週間運用され，
39,272のblogページから466,809のentry
を抽出した．

以降の評価は，これらのblog，entryに対し
て行う．



評価

blog判定の精度
4万弱のblogと判定されたページから，host名，ページタイ
トルが重複しないように，300ページをランダムサンプリン
グし，人手によって評価

ただし，正しく判定された283ページ中，24ページで，
entryの抽出が完全ではなかった．

entryの日付表現にかかるタグの係り方が一定でない

不足しているタグをtidyが正しく修正できなかった

日付がentryの最後に示されている

17ページ　　(5.7%)blogでない

283ページ (94.3%)blogである



評価

blogであると判定され
たにもかかわらず，実
際はblogでないページ
の内訳

なお，17ページ中5ペー
ジは，その後更新を監
視することで，blogでな
いと判断されている．

1 (5.9%)Amazonのレビュー

1 (5.9%)メールマガジン

2 (11.8%) ニュースリリース

3 (17.6%)更新情報

3 (17.6%)イベント案内

7 (42.1%)BBS

ページ数 (割合)ページの種類



評価

再現率に関する評価
収集したWebページが膨大であり，また，Web中
におけるblogの割合が，我々が調査したところ
0.1%以下であるため，再現率を直接評価するこ
とは現実的でない．

そこで，blogでないと判断されたWebページのう
ち，日付表現を3つ以上含むWebページをhost
名，ページタイトルが重複しないように，300ペー
ジをランダムサンプリングし，それらのページが
blogでないかどうかを，人手によって評価を行っ
た．



評価

blogでないと判定され
た300ページ中，実際
にblogでなかったのは，
201ページ

判定ミスの原因は右の
通り

99ページ　 (33.0%)blogである

201ページ (67.0%)blogでない

1 (1.0%)NGワード

2 (2.0%)日付が認識不可

2 (2.0%)日付の補完ミス

2 (2.0%)昇順降順違反

6 (6.1%)サイズが小さい

6 (6.1%)同じ日付が連続

9 (9.1%)一日分しかentryが無
い

17 (17.1%)文中の日付と誤認識

53 (53.5%)更新間隔が一ヶ月以上

ページ数 (割合)原因



評価

また，blogでないと判定された175,057ページから，
30,000ページをランダムサンプリング

日付を3つ以上含むページは，3,715ページ(12.38%)

推定される再現率は，
A = (blogと判定されたページ中の推定blog数)
= 39272*0.943 

B = (blogでないと判定されたページ中の推定blog数)
= 175057*0.1238*0.330

recall = A/(A+B) = 0.838



評価

取得されたblog
に関する評価

過去のものも
取得できている

blogツールを
利用しないもの
も取得できてい
る



考察

過去のentryも多数取得できている．

これは，RSSの収集に基づいた手法では，取得で
きないblogが数多く収集できていることを示してい
る

blogツールを利用しないblogも多数取得でき
ている．

まだデータにかなりの偏りがあると思われるが…



今後の展望

blogの分類, クラスタリング

entry内のトピックセグメンテーション
評価表現辞書のsemi-supervisedな自動獲得

位置情報の付与，位置情報に基づく組織化

burstの予測

リンク解析

信頼性評価

ダイジェストの生成

…



blogWatcher

2004年8月16日に一般公開．

http://www.lr.pi.titech.ac.jp/blogwatc
herをご参照下さい．

2005年３月にVer.2公開予定．

http://www.lr.pi.titech.ac.jp/blogwatcher���Q�Ƃ�
http://www.lr.pi.titech.ac.jp/blogwatcher���Q�Ƃ�
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