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ニュース記事から株価が変動する企業の特定に関する研究
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１．はじめに
インターネットには，企業に関連したニュー
ス記事が多く蓄積[1]されており，それらの情報
を解析して株価変動の原因を説明，分析する研
究が行われている．小林ら[2]は，日経平均株価
の値動きについて，上昇や下落などのパターン
別に分類し，株価変動の原因を値動きと関連付
けて説明する手法を提案している．Ahmad ら[3]
は，ロイターの配信記事から株価に関する情報
を抽出し，記事に含まれる数値情報からグラフ
を生成し，記事の要約と併せて提示する手法を
提案している．和泉ら[4]は，金融経済月報のレ
ポートを解析して，株価の時系列的な変動を説
明するキーワードグラフを提示する手法を提案
している．中村ら[5]は，新聞記事から企業の評
判情報を収集し，株価変動と対応付ける研究を
行っている．しかし，これらの研究では，
ニュース記事に掲載されている特定の銘柄や企
業に限定して分析しているため，ニュース記事
に掲載されていない企業に対して，そのニュー
ス記事の内容が影響を与えるかを解析できない．
そこで，本研究では，過去のニュース記事を解
析することで，ニュース記事のトピックに関連
する企業を抽出する手法を提案する．これによ
り，ニュース記事に掲載されていない企業に対
しても，株価変動の影響の有無を把握できる．
２．研究の概要
本研究では，ニュース記事のトピックを考慮
することで，解析対象のニュース記事が株価に
影響を与える企業を抽出する手法を提案する．
本システムの概要を図 1 に示す．入力データは
ニュース記事とし，出力データは，企業グルー
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本システムの概要

プ一覧とする．本システムは，1）トピック判定
モデル構築機能，2）株価データベース構築機能，
3）トピック判定機能の 3 つの機能により構成さ
れる．
２．１ トピック判定モデル作成機能
本機能では，まず， Yahoo!ニュースの経済カ
テゴリに含まれるトピック 179 件のニュース記事
を抽出する．次に，ニュース記事の HTML を解
析して，記事のタイトル，配信日時，本文，記
事に掲載されている企業名を抽出し，トピック
毎に保存する．そして，各トピックの記事本文
を形態素解析して，TF-IDF 値を算出し，TF-IDF
値の上位 1,000 件を各次元とした素性ベクトルを
作成する．最後に，各トピックの素性ベクトル
を入力として，SVM（Support Vector Machine）
にてトピック判定モデルを構築する．
２．２ 株価データベース構築機能
本機能では，トピック毎に保存された各企業
の株価を過去 3 年分取得し，データベースに蓄積
する．取得する情報は，銘柄コード，日足の終
値情報とする．
２．３ トピック判定機能
本機能では，まず，入力されたニュース記事
に対して，トピック判定モデル作成機能と同様
の処理を行い，ニュース記事の素性ベクトルを
作成する．次に，トピック判定モデルとニュー
ス 記 事 の素 性 ベク ト ルを SVM に て 解 析 し ，
ニュース記事が所属するトピックを判定する．
そして，判定されたトピックに関連する企業と
株価変動の影響を受けた割合を算出して提示す
る．
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３．システムの実証実験と考察
本システムの有用性を確認するために評価実
験を行い，出力結果について分析した．
３．１ 実証実験
実証実験では，Yahoo!ニュースの経済カテゴ
リに登場した記事を用いて提案システムの有用
性を評価する．利用したニュース記事は，12 月
26 日から 12 月 28 日に配信された中で，企業名
が登場する 2 件を用いる．ここで，実験に用いる
ニュース記事は，特定の企業に関するものでは
なく，複数の企業に関連するものを選択する．
実験に 用いた 記事は， 携帯電 話関連 の記 事
（記事 No.1）と LED の生産に関する記事（記事
No.2）である．
３．２ 結果と考察
本システムの実行結果を表 1，入力した記事を
元に抽出した関連企業名の一例を表 2，過去の事
例における株価への影響の有無を表 3 に示す．
表 1 は，入力したニュース記事のトピックをシ
ステムが正しく判定できているかどうかを分析
した結果である．この結果を確認すると，記事
No.1 と記事 No.2 ともに正確にトピックを判定出
来ていることがわかる．また，トピックに関連
しており，ニュース記事に登場していない新出
企業も抽出できており，本研究の目的を達成で
きていることがわかる．
表 2 は，入力したニュース記事のトピックに関
連する企業群の中から一例を取り出した結果で
ある．記事 No.1 の関連企業名を確認すると，
シャープなどの携帯電話関連の企業名が抽出で
きていることがわかる．また，直接的な関係は
ないと思われる東京電力などの企業も含まれて
いたが，データを確認すると，過去の記事にお
いて，東京電力が KDDI の株を売却したニュース
が含まれていたことが原因であると考えられる．
表 3 は，表 1 の新出企業の中から，入力した
ニュース記事のトピックで株価が大きく変動し
た企業の変動率上位 3 件を示している．表 3 の記
事 No.2 の結果を確認すると，東日本大震災の影
響により，電力不足に備えて街灯の LED 化が進
んでいるため，LED との関連が深いと思われる
ノアや東京電力が株価変動企業として抽出でき
ていることがわかる．
これらの実験結果より，本提案手法はニュー
ス記事に関連する可能性のある企業を抽出でき
ており，一定の成果を得ることができた．しか
し，表 3 で 1 位になった「ランド」など，企業名
と一般名詞が区別せずに抽出される問題が明ら
かになったため，企業名を高精度に評価する文
脈解析手法や複合語用語抽出手法などを組み合

表1
記事
No.
1
2

本システムの実行結果

元の
トピック
KDDI
LED(発光
ダイオー
ド)

表2

判定
トピック
KDDI
LED(発光
ダイオー
ド)
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表3
記事
No.
1

2

新出
企業数

株価変動
企業数

1件

152 件

33 件

1件

64 件

10 件

抽出した関連企業名の一例

記事
No.
1

登場
企業数

企業名
シャープ，サイバーエージェント，東京電力，
オリンパス，サンリオ，ドリコム，オービス
東芝，富士通，ソニー，シャープ，村田製作所，
高島屋，イオン，ツインバード工業

過去の事例における株価変動の有無
企業名
ランド
オリンパス
テンポスバスターズ
ランド
ノア
東京電力

株価変動率
0.93(76 件)
0.89(73 件)
0.88(72 件)
0.91(52 件)
0.68(39 件)
0.65(37 件)

せることが必要と考えられる．
４．おわりに
本研究では，ニュース記事を入力し，トピッ
クで扱われた企業名と株価変動を考慮した関連
企業名の抽出手法について検討し，実験を通じ
て ，本提 案手法 の有用 性 を確認 した． また ，
ニュース記事では言及されていない多数の企業
名を取得できたことから，潜在的な企業間関係
を考慮できたと考える．今後は，文脈や複合語
を考慮した正確な企業名の評価と，企業間の株
価の関連についての評価を行い，システムの改
良に取り組む予定である．
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