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実況ツイートに基づくスポーツの「いいとこどり」
観戦支援システム
藤本 和1,a)

牛尼 剛聡2,b)

概要：本研究では，ユーザがスポーツ中継等のリアルタイムで体験することに価値があるイベントに於い
て，ユーザにとっての「いいところ」をリアルタイムに体験することを支援するシステムの開発を目標と
する．本システムでは，スポーツ中継における Twitter における実況ツイートをリアルタイムで分析し，
ユーザにとっての未来の「いいところ」を予測して，スマートスピーカを利用してユーザにリアルタイムに
通知する．本論文では，開発中のシステムの概要を示し，プロ野球中継の実況ツイートからユーザにとっ
ての未来の「いいところ」を予測する手法を提案する．

1. はじめに

実世界の
事象

状況を表す
データ

近年，AI 技術の進歩に伴い，ニュースの要約，動画やテ
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レビ番組のダイジェストを自動生成する研究が行われてい
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る．これらは，過去の出来事に関するコンテンツの重要な
部分や盛り上がった部分を抽出して，ユーザが効率良く出
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提案するシステムの概要図

来事を体験することに役立っている．
一方，リアルタイムに体験することに価値がある出来事

ビ番組の重要シーンを自動的に検出する手法が提案されて

に対して，未来の重要な場面を予測することも，重要であ

いる [1]．コメントの内容を扱う手法としては，観点が入

る．未来の重要な場面を予測できれば，忙しくてイベント

れ替わっている部分を特徴的シーンとみなす手法 [2] が提

を全て体験できない人であっても，重要な部分のみを体験

案されている．また，感情辞書を用いた登場人物の活躍パ

できる可能性がある．そこで，我々は実世界の出来事をコ

ターン [3] や，トピックから視聴者の反応のパターン [4] か

ンピュータが観測し，ユーザにとって価値ある場面を予測

ら動画間の類似度を算出する手法が提案されている．

してユーザに通知するシステムを開発中である．本論文で

これらの手法は，ダイジェストの生成，動画の推薦や検

は，リアルタイムに体験することに価値があると考えられ

索等を目的としている．本研究では，動画の特徴から「い

るスポーツ中継を対象に，ユーザにとって「いいところ」

いところ」をリアルタイムに予測することを目的とする．

になりそうな状況を検知して，ユーザに通知する手法を提
案する．その際，スポーツ中継の「いいところ」を分析す
るために，客観的な情報と主観的な情報の両方が含まれる
試合の実況ツイートを用いる．

2. 関連研究

3. 提案システム
本研究では，実世界の事象をコンピュータが観測し，ユー
ザにとって価値ある場面をリアルタイムに予測して，通知
を自動生成するシステムを提案する．提案するシステムの
概要を図 1 に示す．

本研究では，実況ツイートの特徴の分析を行う．実況コ

本システムでは実世界の事象をリアルタイムに抽出す

メントを用いて動画の特徴を抽出した手法には，以下のよ

るため，リアルタイムに状況を表すデータを用いる．この

うなものがある．まず，コメントの投稿数の変動からテレ

データを分析することによって，現在の状況がユーザに
とってどのような価値があるのかを推定し，価値ある場面
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を予測する．そして，ユーザにその場面の状況や予測を伝
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える通知を自動的に生成する．ここで，この通知をユーザ
に伝えるためにスマートスピーカを用いる．ユーザが忙し
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特徴を求める手法について述べる．
˧ʳ̅ʊʇʂʅʍ
ɣɣʇɲʬʱਢ
ɣɣʇɲʬʱ
ਢɶɾʇɬ

4.2.1 トピックの特徴
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図 2

野球中継の「いいとこどり」システムの概要図

い時や，対象の事象に関心を向けていないときでも，音声

LDA（潜在的ディリクレ配分法）[5] を用いて，実況ツ
イート系列に対してトピックの抽出を行う．LDA は，BoW
（Bag of Words）で表現された文書の生成過程をモデル化
したものであり，潜在的なトピックを複数の単語の分布で
表現する．本手法では，意味的にまとまりがあるトピック

によって通知することでリアルタイムに情報を伝えるコン

抽出のために，BoW の単語を品詞や出現頻度の違いによっ

テンツの利点を活かすことができる．

てフィルタリングを行い，トピックを抽出する．そして，
抽出したトピックを用いて，窓区間ごとのトピックの出現

4. 野球中継を対象とした「いいとこどり」シ
ステム
本論文では，ユーザがリアルタイムに体験することの価

確率の分布を求め，その窓の特徴量とする．

4.2.2 投稿数の特徴
本手法では，野球の試合の状況を表す特徴として，ツ

値が高いと考えられるイベントの中でも，スポーツ中継を

イートの投稿数に基づく特徴量を利用する．具体的には，

対象とする．また，スポーツの中でも特に野球中継を例題

投稿数の差，投稿数の速度を考える．投稿数の増減の速度

として，3 で提案したシステムを実現することを考える．

は，MACD（移動平均線収束拡散法）[6] を用いる．値の

本システムの概要を図 2 に示す．特に「ファンにとっての

変動の速さを表し，単純なツイートの差と違い，投稿数の

いいところを予測」の部分の手法について述べる．

ゆるやかな増減を表すことができる．窓区間 i の MACD
は，区間に長さの異なる EMA（指数移動平均）から計算さ
れ，(1)，(2) 式で表される．n1 と n2 は，経験的に n1 = 2，

4.1 アプローチ
「ファンにとってのいいところを予測」する手法の概要

n2 = 4 とする．

図を図 3 に示す．野球の試合の状況を表すデータとして，

Twitter の投稿を用いる．試合の実施時間中に投稿された
実況ツイートは，客観的な事実を含むだけでなく，ファン

(n)

EM Ai

の主観的な印象や意見がリアルタイムに表現されている．

TwitterAPI から実況ツイートを取得し，投稿時間順に並

=

n−1
∑

(
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べたツイート系列に対して時間窓を適用して，窓区間ごと
にツイートの投稿数やツイートの内容を分析する．

4.3 現在の「ファンの喜び度合い」の推定

まず，窓区間ごとのツイートからトピックの特徴と投稿

トピックと投稿数の特徴から重回帰分析を行って，窓区

数の特徴を抽出し，どのような話題でどのくらい盛り上

間ごとの「ファンの喜び度合い」を推定する．目的変数と

がっているのかを特徴量として，その窓区間の「ファンの

なるデータは，被験者実験における主観評価によって正解

喜び度合い」を推定する．次に，過去の実況ツイートから，

データセットを利用する．被験者実験では，被験者は 窓区

未来の「ファンの喜び度合い」の予測を行い，その値が高

間ごとの実況ツイートを見て，
「ファンの喜び度合い」を 5

いところを「いいところ」と判断する．

段階 (1〜5) で評価する．

4.2 ツイートの特徴抽出

4.4 未来の「いいところ」の予測

実況ツイートから，窓区間のトピックの特徴と投稿数の

4.4.1 未来の「ファンの喜び度合い」の予測
未来の「ファンの喜び度合い」を予測するために，ト
ピックと投稿数の特徴，「ファンの喜び度合い」の時系列

ߢԨਃɳʇʍߢػ໑ʍ
ࠄ˖ׅʶƪ˚

データを入力として， 未来の「ファンの喜び度合い」を
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LSTM(Long short-term memory)[7] モデルを用いて予測
する．
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図 3 「いいところ」を予測する手法の概要図
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RNN(Recurrent Newral Network) の一種である．RNN は
系列データを扱うためのモデルで，前時刻の中間層を現時
刻の入力としても用いて学習を行う．RNN には学習時に
起こる勾配が減衰するという問題が存在するが，それを解
決したものが LSTM である．
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4.4.2 「いいところ」の通知

表 1

予測されたファンの喜び度合いに対して閾値を定め，値
が閾値以上となった時に「いいところ」としてユーザに通
知する．

5. 実験
「ファンにとってのいいところを予測」する手法の性能
を評価するために，2018 年の阪神タイガースの試合のう
ち 20 試合分の実況ツイートを TwitterAPI によって収集
した．そして，ツイートの特徴抽出をする時間窓幅を４分

学習の入力に使う要素の組み合わせ
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

トピック

○

投稿数

○

喜び度合い

○

入力次元

94

○
○

3

○
○

90

(G)

○
○

93

○

○

○

91

4

1

表 2 「いいところ」を予測する分割表
いいところである
いいところでない
いいところと予測

T P （真陽性）

F P （偽陽性）

いいところでないと予測

F N （偽陰性）

T N （真陰性）

として時系列データを作成し，16 試合を学習データ，4 試

表 3 抽出したトピックの例

合をテストデータとして実験を行った．

名詞のトピック
プロ:0.335

打点:0.214

ヒット:0.094

...

5.1 実験手法

ゲッツー:0.355

併殺:0.211

送球:0.040

...

とら:0.398

カッタデー:0.050

初勝利:0.047

...

5.1.1 トピックの抽出
窓区間内のトピックの特徴のパラメータを決定するた
め，まず収集した試合の実況ツイート全体からトピックを
抽出した．

形容詞形容動詞のトピック
うまい:0.118

多い:0.094

やすい:0.091

...

怖い:0.150

すごい:0.061

軽い:0.057

...

浅い:0.150

珍しい:0.135

不甲斐ない:0.063

...

意味的にまとまりがあるトピックを抽出するために，窓

副詞のトピック

区間ごとの BoW の単語を品詞ごとに分け，本研究の目的

そんなに:0.197

サクサク:0.114

もっと:0.101

...

に沿って単語を汎化し，また出現頻度によってフィルタリ

きっちり:0.214

しっかり:0.096

さすが:0.086

...

ングを行った．例えば，選手名について，味方チームの選

なかなか:0.248

まったく:0.185

もっと:0.041

...

手であれば「味方」，敵チームの選手であれば「敵」とい
う単語に置き換え，選手名を汎化した．トピックの抽出に
は，BoW を作成するための時間窓幅と品詞，トピック数
を決定する必要があり，これらを変更しながら意味的にま
とまりがあるトピックが抽出できるか実験した．

る．「ファンの喜び度合い」に閾値を設け，その閾値以上
の値の場合を「いいところ」として，主観評価実験によっ
て定められた正解の値と予測された値を比較した．閾値を

0〜5 まで 0.1 ずつ変化させて，AUC を求めた．

5.1.2 現在の「ファンの喜び度合い」の推定
学習データを対して重回帰分析行い，得られたファンの

偽陽性率 =

喜び度合いの推定式を，テストデータに対して適用し，推

FP
FP + TN

定精度を平均平方二乗誤差（RMSE：Root Mean Square

5.2 実験結果

Error）で評価した．比較手法として，トピックの特徴の

5.2.1 トピックの抽出

み，投稿数の特徴のみからの推定も行った．

5.1.3 未来の「いいところ」の予測
窓区間２つ分のトピックの特徴，投稿数の特徴，
「ファン

真陽性率 =

TP
(3)
TP + FN

まとまりのよいトピックを抽出できるよう検討した結果，
時間窓幅を４分，品詞を「名詞」
「形容詞形容動詞」
「副詞」
とした．よって，トピックの特徴は 90 次元となり，抽出

の喜び度合い」の推定値という過去のデータから，LSTM

したトピックの例は表 3 の通りである．

によってひとつ次の窓区間の「ファンの喜び度合い」を予

5.2.2 現在の「ファンの喜び度合い」の推定

測するモデルを構築した．
学習のパラメータは，損失関数が mean squared error，

重回帰分析による推定式から窓区間ごとの「ファンの喜
び度合い」を推定した精度は，テストデータにおいて表 4

最適化手法が Adam[8]，バッチサイズが 1，エポック数が

の通りである．結果として，テストデータにおいては，説明

500 である．学習の入力に使う要素の組み合わせを表 1 の

変数にトピックの特徴が含まれている方が，投稿数のみの

ように (A)〜(G) を定め，比較した．

特徴で推定するよりも精度が高かった．それぞれの「ファ

評価は，予測精度を平均平方二乗誤差で評価した．また，
「いいところ」の予想性能を評価するために，ROC 曲線 [9]
の AUC（Area Under the Curve）を求めた．ROC 曲線は，

ンの喜び度合い」の推定と正解データを比較したグラフの
一部を図 4 に示す．

5.2.3 未来の「いいところ」の予測

表 2 と (3) 式に従い，偽陽性率を横軸，真陽性率を縦軸と

予測された未来の「ファンの喜び度合い」と正解データ

したグラフである．AUC は，ROC 曲線と x 軸 y 軸で囲ま

との RMSE は，テストデータで，図 5 の上部のようになっ

れた部分を指し，この面積が大きいほど良いモデルと言え

た．その結果，（G）の精度が一番高い結果となった．モ
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表 4
トピック

テストデータでの RMSE
○
○

投稿数

○

○

学習データ

0.6901

0.6924

0.8678

テストデータ

0.6407

0.6419

0.7487

図 7 モデル (G) における閾値を変化させた時の適合率・再現率

6. まとめ
本研究では，スポーツ中継を対象にしてユーザにとって
の「いいところ」をリアルタイムで体験することを支援す
るシステムの開発を目標とし，野球中継を対象として「い
いところ」を抽出する手法を提案し，その有効性を評価し
図 4 現在の「ファンの喜び度合い」の推定

た．試合に対する実況ツイートから，ファンが喜ぶ未来の
「いいところ」を予測する分析を行い，結果として，現在の
「ファンの喜び度合い」の推定結果を利用した未来の「いい
ところ」の予測の有効性を示すことができた．
今後は，未来の「いいところ」を予測したときに，ユー
ザに話しかける文章の生成手法を検討している．そして，
その文章をスマートスピーカに読み上げさせることで，提
案したシステムの有効性を評価したい．
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