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1 はじめに

(4)「みなし視聴ツイート」の取得

Twitter などのソーシャルメディアを利用した発言は、
発信者の予想を超えた反響を与えることも多く、最近、
報道メディアにもよく引用されるようになってきた。特
に、短文で発信するツイートは、その気軽さと簡易さに
より、テレビ番組や映画を視聴しながら実況や感想をリ
アルタイムに発信する視聴者が増えている[1]。したがっ
て、番組に反応している視聴者の反響ツイートをリアル
タイムに判別して観察することができれば、視聴者が反
応している時間帯（役者や場面）などの視聴傾向を番組
中や番組終了直後に把握できる可能性がある。
ツイートを利用して視聴者の反応を捉える試みとして
は、ビデオリサーチ社の TwitterTV 指標がある[2][3]。
ハッシュタグを利用して反響ツイートを監視する仕組み
であり、ツイート投稿数とツイートユーザ数で指標を構
成している。しかし、現実的にはハッシュタグを含まな
い反響ツイートも多数存在するため、ハッシュタグとキ
ーワードの両方を用いてツイートを監視する計画を発表
している[3]。このハッシュタグと併用するキーワードは、
番組の進行に伴って言及されるツイートの特徴ワードで
あることが望ましい。また、ハッシュタグで取得したツ
イートには、テレビの視聴とは関連性の薄いツイートも
多数含まれるため、網羅性を維持しながら視聴ツイート
を絞り込む工夫が必要である。本稿では、その提案手法
と実験結果について述べる。

視聴者の網羅性を維持するために、反響ユーザの番組
セッション中のツイートを過去に遡って取得する。この
遡及ツイートの内、視聴マーカを含むツイートを視聴ツ
イートに追加する。この視聴ツイートには「番組マーカ
を含まない視聴ツイート（みなし視聴ツイート）」が含
まれており、この「みなし視聴ツイート」を発言したユ
ーザも視聴者として登録する。これは番組マーカを含む
ツイートを１回でも発言すれば当該番組セッション中の
「視聴マーカを含むツイート」はすべて視聴ツイートと
みなす手法である（番組マーカと視聴マーカの共起関係
を番組セッションまで拡張）。
番組セッション中の視聴ツイート数と視聴者数の推移
から視聴傾向を把握し、反響ツイートと視聴ツイートの
感度や「みなし視聴ツイート」の寄与度について考察す
る。また、番組マーカの更新過程についても事例を示す。

2 提案手法

3 実験システム
実験システムの概要を以下に示す。

(1)反響ツイートの取得
Twitter ストリーミング API のフィルタ機能を利用して
番組の反響ツイートをリアルタイムに取得する。トラッ
クワードには番組マーカを指定しており、取得ツイート
は形態素解析器（MeCab）を経由してデータベースに保存
する。実験システムでは、ツイート本文と形態素の両方
を保持している。

(2)視聴マーカの抽出

提案手法の概要を以下に示す。
テレビ番組の放送時間帯に前後 10 分を加えた期間を
「番組セッション」とする。この番組セッション中のツ
イートの内、番組マーカ（ハッシュタグ）を含むツイー
トを、当該テレビ番組の「反響ツイート」とする。また
反響ツイートを発言したユーザを「反響ユーザ」とする。

番組セッションにおいて、ある候補ワード w の番組マ
ーカ m との共起スコアを Jaccard 係数 J(m, w) [4]で算出
し、ランキング上位の候補ワードを当該番組の視聴マー
カとする。各ツイートの形態素は、MeCab を用いて名詞、
動詞、形容詞を中心に抽出しているが、一部のトレンド
ワードは強制抽出語として扱う。なお MeCab の辞書には
「はてなキーワード」約 32 万語を組み込んでいる。

(2)視聴マーカの抽出

(3)視聴ツイートの抽出と視聴者の判定

番組マーカとよく共起しているワードをランキングし、
視聴マーカとして抽出する。このとき、視聴マーカを含
む反響ツイートを「視聴ツイート」とする。

反響ツイートから視聴マーカを含むツイートを抽出す
る。この視聴ツイートを発言したユーザを視聴者とする。

(1)番組セッションの設定

(4) みなし視聴ツイートの抽出

(3)番組マーカの更新

反響ユーザのツイートを Twitter のタイムライン API を
用いて遡及取得する。この遡及期間は番組セッションの
範囲とする。なお、反響ユーザのプロフィール（ユーザ
ID、スクリーン名等）は、反響ツイートを取得したタイ
ミングでツイートから分離して保存しているため、番組
An Extraction Method of TV viewing trends using reactive tweets. セッション中に反響ユーザのツイートを遡及取得するこ
Teruhisa Hiraoka, Kazuhiro Nakamura, Araki Shinya, Noriyuki とも可能である。
Abe, Department of Information and Computer Science,
Kanazawa Institute of Technology

ドラマのように番組に連続性がある場合は、ランキン
グ上位の視聴マーカを次回の番組マーカとして追加登録
する。
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実験と評価

2014 年 1 月より、ドラマ 79 番組、アニメ 63 番組、そ
の他（バラエティ、スポーツなど）169 番組の反響ツイー
トを継続的に取得している。本稿では、6 月 15 日と 10 月
25 日に放送された軍師官兵衛の評価結果を示す。番組マ
ーカの初期値は「軍師官兵衛」と「官兵衛」である。

は反響ツイートの反応ポイントに追従したものになって
いる。視聴マーカのみを含むツイートによる反応である
ため、番組マーカの更新のタイミング等も含めて今後の
課題である。

（１）番組マーカの更新
反響ツイートから抽出した視聴マーカの内、ランキン
グ上位 20 ワード（除外ワードを除く）を番組マーカとし
て追加登録する。ここで新規追加された番組マーカの例
と個数の推移を図１と図２に示す（ツイート使用頻度 1%
未満のワードは除外）。番組の回数が進むにつれて新規
に追加される番組マーカは減少して収束傾向にあるが、
ストーリに新展開などが発生すると突発的な増加がみら
れる。
図３
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軍師官兵衛（6 月 15 日放送）
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図４

図１．新規に追加した視聴マーカの例

軍師官兵衛（10 月 25 日放送）

5 おわりに
本稿では、テレビ番組の視聴傾向を把握する手法の提
案とその実験結果について述べた。視聴ツイートによる
反応ポイントの絞り込みと、みなし視聴ツイートによる
補正効果を示した。今後、番組中に発生する小さなイベ
ントの補足、番組マーカを更新するタイミングやツイー
トの遡及取得のタイミングについて検討し、みなし視聴
ツイートの補正効果と視聴率との連動性等について検証
実験を進めていきたい。
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図２．新規に追加した番組マーカ数の推移

（２）視聴傾向の推移
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