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1. まえがき
近年、インターネット上にあふれる多数の情報を集約
し、有益な情報のみを利用者に提示するキュレーション
サービスが注目されている。コンテンツに対するネット
上のコメントを人手で集約するサービスも提供されてお
り、他の閲覧者がどのようにコンテンツを捉えたかが重
要視される傾向にある。本稿では、このような利用者の
ニーズに応じたキュレーションサービスを実現するため
のコメント要約手法を提案する。提案手法では、コメン
トの主観的な表現に着目することで、コンテンツがどの
ように捉えられたかを端的に表す要約語と、代表的なコ
メントを提示する。主観評価実験により提案手法とベー
スライン手法を比較し、有効性を確認した。

2. 関連研究
テキスト情報を要約する研究に関しては、自然言語処
理の分野を中心に多くの研究がなされている。一般的な
文章に対しては、文章構造に基づいて要約を生成する手
法が提案されている[1]。近年では、ソーシャルメディア
上の情報を要約する手法も提案されており、複数の投稿
をもとに、発生した 1 つの事象について説明する文章を
自動生成する手法が提案されている[2]。
本稿では、投稿者の主観的な意見を含むコメントを抽
出し、その要約を生成することで、コンテンツがどのよ
うに受け止められたかを容易に把握可能とし、コンテン
ツを魅力的に提示する手法を提案する。

3. 提案手法
提案手法の全体像を図 1 に示す。提案手法は、従来手
法などを用いて行う関連データ収集と、提案手法の特徴
である主観表現抽出、要約表現抽出、代表コメント提示
からなる。本稿では、コンテンツとしてニュースを、コ
メントとしてツイートを対象として扱うが、ニュース以
外のテレビ番組や音楽などの様々なコンテンツ、および
コンテンツに関連する掲示板や SNS 上のコメントに対し
ても、データ収集の方法を変更することで、提案手法を
適用することは可能である。図 1 中で各方式に付与され
た番号は、方式を説明する本稿の章番号と対応する。

3.1. 関連データ収集
ニュースとニュースに関連するネット上のコメントを
収集する。各ニュースサイトが提供する RSS サービスな
どを用いて、定期的にニュースを収集する。ニュース記
事の URL および、ニュース記事のタイトルを含むツイ
ートを search API を用いて検索することで、ニュース記
事を引用するツイートを収集する。
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3.2 主観表現抽出
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3.4 代表コメント提示

各コンテンツとコメント

従来手法と提案手法の動作概要

表 1 主観表現パターンと具体例
パターン 1: 顔文字を含むもの
えっ(;ﾟ⊿ﾟ)誰得？
欲しいかも(σ´囗｀｡)
パターン 2: 文字が連続しているもの
うおおおおお！欲しいいい！
→ 5 文字
おいおいおい誰得だよ
→ 6 文字
パターン 3: 記号による主観表現
マジ！？でも欲しい！！
→ 4 文字
えっ？意味が分からない！！
→ 3 文字
パターン 4: 文体による感情表現
うわぁ、誰得な仕様はやめろよ
→ 命令形
欲しいけど、安かったらなぁ
→ 仮定形

3.2. 主観表現抽出
各ツイートが主観表現を含む度合いを言語的な指標を
用いて算出する。投稿者の主観が現れる指標として、文
献[3]を参考に次の 4 指標を利用する。それぞれの指標の
算出方法を下記に示し、その具体例を表 1 に示す。
・パターン 1: コメント中に含まれる顔文字の個数を e と
する。頻繁に用いられる顔文字表現 20,000 件を登録し
た辞書を用いて、顔文字を検出する。
・パターン 2: コメント中で連続して出現する文字列の文
字数を c とする。コメントを形態素解析し、連続して
出現する形態素の文字数を指標として用いる。
・パターン 3: コメント中に出現する顔文字以外の記号の
数を s とする。感情表現を表す記号として代表的な
「！」および「？」の出現回数を指標として用いる。
・パターン 4: 文体に関する指標を w とする。コメントの
主観性はコメント末尾の形容詞、形容動詞、動詞の活
用形に現れやすく、活用形が命令形、仮定形、未然形
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である場合、主観表現を含む(w=1)とし、それ以外の
場合、主観表現を含まない(w=0)とした。
これらの指標から、コメントの主観度合い P を算出す
る。一般的な算出式は(1)のように記述できる。ここで、
α、β、γ、δ は各指標の重みを表すパラメータであり、人
手によって主観性の有無をラベリングされた教師データ
を用いて最適化する。
P = αe + βc + γs +δw

(1)

3.3. 要約表現の抽出
主観度合いが閾値以上であるコメント中で特徴的に出
現する語を、当該ニュースがどのように捉えられたかを
端的に表す要約語として抽出する。特徴的に出現する語
の抽出には、TFIDF を用いる。本稿では、TF を当該ニュ
ースに関連する主観的なコメントにおける各単語の出現
頻度、DF を全てのニュースに関連するコメント中の各
単語の出現頻度とする。また、主観的な要約語を優先的
に提示するため、算出された TFIDF 値に対し、語の品詞
に基づいて優先度を設定することも有効と考えられる。
本稿では、主観の表れやすい形容詞、形容動詞、動詞が
優先されるよう、それぞれ重みを設定した。これにより、
表 1 に例示したツイートからは、「欲しい」や「誰得」
といった要約語が抽出される。

3.4. 代表コメント提示
3.3 章で抽出した要約語を含むコメントおよび、3.2 章
で算出した主観度合いが高いコメントを、当該ニュース
記事がどのように受け止められたかを表す代表的なコメ
ントとして提示する。ユーザは要約語を閲覧した後に、
ニュース記事およびコメントを閲覧することを想定して
いるため、要約語を含むコメントを最優先に提示し、次
に主観度合いの降順にコメントを提示する。

4. 性能評価実験
4.1. 実験の手順と環境
提案手法による要約語および代表的なツイートの提示
の有効性を確認するため、5 人の被験者を対象に主観評
価実験を実施した。比較対象とするベースライン手法、
評価実験に用いたデータ、評価方法について説明する。
ベースライン手法として、要約語の生成については、
(1) 当 該 ニ ュ ー ス 記 事 に 関 連 す る 全 ツイートに対して
TFIDF を用いて要約語を抽出する手法、(2)当該ニュース
記事に対して TFIDF を用いて要約語を抽出する手法、を
比較対象とする。代表ツイートの提示については、(a)ニ
ュース記事に関連するツイートを投稿時刻の昇順に時系
列で提示する手法、(b)リツイートが多い順に提示する手
法、を比較対象とする。
実験に利用したデータとして、Yahoo! ニュースに掲載
されたニュース記事 20 件と、当該ニュースに関連する
ツイート約 3,400 件を用いた。
評価方法は、各手法で抽出した要約語を各ニュースの
タイトルと合わせて提示し、その中でニュースに最も興
味を持つような要約語を 1 つ選択させた。各手法で優先
度の高い 10 件のツイートをニュース記事と合わせて提
示し、その中で最も魅力的と感じる手法を 1 つ選択させ
た。ニュース記事 20 件に対して被験者 5 人が最良の手
法を 1 つ選択するため、最大で 100 点の評価となる。
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表 2: 被験者実験による要約語抽出性能比較
手法
獲得票数
89
提案
7
ツイート全体の重要語
4
記事の重要語
表 3: 各手法による要約語抽出例
ニュース要旨
不審な Android アプリに
要注意
スマホ版「ドラクエ」初
日で 100 万ダウンロード
2014 年 W 杯、日本の対
戦グループ発表

提案
怖い

ツイート
不審

記事
Android

なつか
しい
厳しい

ダウンロ
ード
コートジ
ボワール

ドラクエ
W杯

表 4: 被験者実験による代表ツイート提示性能比較
手法
獲得票数
92
提案
3
時系列
5
リツイート

4.2. 実験結果
要約語抽出手法について、被験者実験の結果を表 2 に
示す。提案方式が 100 点中 89 点を獲得し、最良の方式
であったと言える。ニュース記事に対する要約語の具体
例を表 3 に提示する。提案手法では、ニュース記事がど
のように受け止められたかを端的に把握することができ
る。これに対し、ツイートにおける重要語やニュース記
事における重要語を抽出するベースライン手法では、ニ
ュースタイトルに含まれる語が要約語として提示される
場合が多く、付加情報が得られにくいことが分かった。
次に、代表ツイート提示について、被験者実験の結果
を表 4 に示す。提案手法が 100 点中 92 点を獲得し、最良
の方式であったと言える。提案手法では、ニュース記事
の閲覧者がどのように感じたかといった主観的な意見が
多く含まれるのに対し、時系列やリツイート数に基づい
て提示するベースライン手法では、引用のみのツイート
が多く、有益な情報が得られにくいことが分かった。

5. まとめ
本稿では、コンテンツに対する主観的なコメントを抽
出し、ニュースがどのように捉えられたかを端的に表す
要約語と、代表的なコメントを提示する手法を提案した。
被験者実験により、提案手法はベースライン手法と比べ
て、より魅力的な要約語および代表ツイートを提示可能
であることが確認された。今後の課題として、主観表現
の抽出に用いた指標の精査や、年代や性別、IT リテラシ
の異なる多様なユーザの受容性を考慮した指標の重みづ
けなどが必要と考えられる。また、多様なコンテンツ、
コメントへの適用可能性の評価なども今後の課題である。
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