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論文概要
• This paper explores techniques for reduc-ing the effectiveness of standard author-ship attribution 

techniques so that an author A can preserve anonymity for a particular document D. We discuss 
feature selection and adjustment and show how this information can be fed back to the author to 
create a new document D' for which the calculated attribution moves away from A. Since it can be 
labor inten-sive to adjust the document in this fash-ion, we attempt to quantify the amount of effort 
required to produce the ano-nymized document and introduce two levels of anonymization: shallow 
and deep. In our test set, we show that shallow anonymization can be achieved by making 14 
changes per 1000 words to reduce the likelihood of identifying A as the author by an average of 
more than 83%. For deep anonymization, we adapt the unmasking work of Koppel and Schler to 
provide feedback that allows the author to choose the level of anonymization. 

• いかに著者を特定できないようにするか？ 
著者の匿名性を保つためにはどれぐらいのテキストの操作を行えば良いのか、に
ついて調査. それらをシステム側で推薦できるような手法の提案.
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導入

• 匿名性の担保 ～ 著者推定問題 
　計量文献学の一つのトピック.   
　文書の内容よりもその様式に着目 

• 書き手の匿名性を必要とする機会も多い 
　- 告発者への報復を防ぐための秘匿 
    - 論文の ダブル・ブラインド 
 
→ 匿名性を保つ書き方を支援するツールの需要  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導入 - この論文の焦点

• 著者の推定の鍵となる 箇所の特定と変更 はどれぐらい簡単なのか？ 

• 現在の著者推定技術は, どれぐらい匿名化手法に対して頑健なのか？ 

• 匿名化をするときに、書き手にどれぐらいの労力を強いるのだろうか？
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理論 - データセットと問題設定
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• Federalist Papers：著者推定問題の標準のデータセット 
　86個の文書 と 3人の著者が関連づけられたもの 
     (Hamilton 51, Madison 14, Jay 5; Hamilton and Madison 3, 不明 12 ) 

• 12個の不明のテキスト は Madisonが 著者だろう という見解が主流 
このMadisonの文書を匿名化することを考える. 
 
Hamilton の 文書 M と Madisonの文書 N から 識別できるか？ 
どのようにすれば Nが識別できなくなるか？    



• 各文書のミスタイプ や 文法誤りの修正 
    - 強力すぎる手がかり 
    - 全ての文字の小文字化 

• 8674 unique words in 65 documents

準備 - 文書の前処理



理論 - 素性選択

• 決定木を利用したランキングアルゴリズム： 
   - 決定木は連続値に対して 閾値で分岐を決めてくれる 
   - 情報量の大きいものほど 値に近くなる 
   - 情報量の大きいを取り除く → 決定木の再構成 を繰り返す 

• 著者推定によく聞く素性： 
    - 共通する機能語の分布, 文字の分布, 単語・文の長さの分布, 単語のタグ, 
書き換え規則  
    - 今回は 単語の頻度のみを対象として進める



予備実験 - 素性選択

• 著者推定で特徴的な単語をDTRで予測する. 
決定木のランク が 著者推定に必要な単語の順には一致しない



予備実験 - 素性選択

• 単語の頻度の大きさがDTRのランクが直接関係するわけでない

素性選択 



予備実験 - 素性選択

• 決定木の閾値と実際の頻度の差が大きいものほど 有用



実験

• SVMを利用し, 手がかり語で著者推定をする. 
  



実験結果

• SVMを利用し, 手がかり語で著者推定をする 
70種の単語を 挿入/削除 の操作を行う(全体の0.5%未満の変更)で  
86.6%の削減が可能  



まとめ

• 匿名化に必要な書き方について調査： 
　一部の単語の頻度を調整するだけで 特定の可能性を86.6%減らせる. 

• 調査範囲が非常に限定的なため, 
他の素性の効果についても考える必要がある.


