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あらまし  インターネットの普及に伴い，ウェブ上に存在する情報は増え続けている．2003 年頃から急速に普及

してきたブログは，現在注目されている情報源の 1 つである．ブログからの情報抽出を目的とした研究が数多く行

われており，その中には，ブログ記事内で取り扱っている話題を抽出する研究もある．しかし，その多くがウェブ

上の情報のみで完結しており，ウェブ以外の情報と結びつけている研究は少ない．そこで本稿ではブログ記事の解

析にあたり，ウェブ以外の情報である，テレビ放送の字幕テキストを利用する手法を提案する．テレビ番組につい

て書かれたブログ記事に含まれる特徴語と，字幕テキストとを照らし合わせることで，番組名を含まないブログ記

事からも正確な番組名を推定する。実験の結果，検索エンジンでは推定できない番組の推定が可能であり，字幕テ

キストが検索の精度・網羅性向上に有効な情報源であることがわかった． 
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Abstract  As the Internet spreads, information in the web keeps increasing. The blog that has spread since 2003 is one of 

the important sources. Studies that extract information from blog are active. One of them is extraction of topic of blog. 

However most studies use only sources in the web, and studies used sources not in the web is few. In this paper, we analyze 

blog by using closed caption streams. We can get accurate TV program name by using words used in blog and closed caption. 

By using our way, we can detect the TV program that cannot be detected by using the search engine. Result of the experiment 

shows that closed caption is an effective source for improving precision and recall of the search engine.  

Keyword  Weblog, Topic Extraction 

 

1. はじめに  

インターネットの普及に伴い，ウェブ上に存在する

情報は増え続けている．2003 年頃から急速に普及して

きたブログは，現在注目されている情報源の 1 つであ

る．総務省 [1]によると，ブログは 2008 年 1 月の時点

で国内において 1690 万に達し，記事総数は 13 億 5000

万件に上る．ブログは，個人やグループによって運営

されるウェブページであり，著者の日記・ニュース・

商品等の評価が書かれている．ブログの特徴として，

著者の意見，興味が反映されやすく，速報性・リアル

タイム性があることが挙げられる．また，トラックバ

ックやコメントといった機能をもつため，ユーザー同

士のコミュニティも形成されている．このように様々

な情報を持つため，ブログは有用な情報源としてとら



 

 

えられている．  

ブログに関する研究は様々な種類がある．代表的な

研究として，特定の対象について書かれた文書の抽出，

ブログ記事内で話題となっている要素の抽出，リンク

や共起によるコミュニティの抽出，ブログの信頼度算

出と推薦，ブログの監視と収集，スパム除去を目的と

した記事のフィルタリングなどが存在する． 本稿では，

ブログ記事内で話題となっている要素の抽出に関する

研究を提案する．  

ブログ記事は，他のブログ記事，書籍，テレビ番組，

商品といった特定の対象についての話題を扱うものが

多い．よって，企業においてはマーケティングへ利用

が期待されている．しかし，ブログは企業が提示する

情報とは異なり，正確でわかりやすくする必要がない

ため，話題の対象となっている対象について、正式な

名称が書かれていないこともある．そのため，特定の

対象について書かれたブログ記事を収集しようとして

も，正式名称で検索するだけでは対象について書かれ

たブログ記事全体の一部しか得ることはできない．よ

って，ブログから情報を抽出する際には，特定の対象

と関連性の高い関連語群を生成し，関連語群でも検索

を行い，ブログ記事の収集を補助する必要がある．  

関連語の生成に関しては様々な研究が存在する．

「対象」の別称を関連語とみなす手法として，複数の

省略語を推測することで「対象」の別称に対応した研

究 [2][3]がある．また，「対象」を表す語と共起する単

語を関連語とみなし，ブログ集合の共通の要素から関

連語を推定する研究 [4]も行われている．しかし，多く

の研究はウェブ上の情報のみで行われており，ウェブ

以外の情報を利用した研究はない．ウェブ上の情報に，

ウェブ以外の情報源を加えて利用することにより，扱

う情報の幅が広がるため，精度・網羅性の向上が可能

となる．  

本稿では，ブログ記事内で取り扱われているテレビ

番組に焦点をあて，ウェブ以外の情報として字幕テキ

ストを関連語群として利用した話題対象・引用元推定

手法を提案する．字幕テキストとは，テレビの字幕放

送において表示されるテキストを示す．字幕放送は聴

覚障害者のテレビ視聴支援のために開発された，テレ

ビ画面文字表示技術である．字幕テキストは 1985 年か

ら始まり，現在は NHK においてはほぼすべての番組，

他の民間放送局でもゴールデンタイムはほとんどの番

組で行われている．デジタル放送においてはすべての

受信機で字幕放送に対応しているため，今後テレビの

地上波放送がデジタル化するにあたり，字幕放送は広

く普及していくと考えられる．字幕放送は，番組内の

すべての音声を文字情報にしている．つまり，番組に

おける関連語を多く含んでいる．本稿では，字幕情報

とブログ記事の対応から，話題対象・引用元となって

いるテレビ番組の推定を行う．  

提案手法は 2 つの段階からなる．1 段階目では，対

象のブログ記事から制約条件の設定と特徴語群の抽出

を行う．制約条件は，2 段階目で字幕テキストを探索

する際，探索範囲を絞り込むための条件であり，対象

ブログ記事が書かれた時間，対象ブログ記事に含まれ

るテレビ局名・番組ジャンル名で設定される．例えば，

「昨日見た」のように時間情報が含まれていた場合，

ブログ記事の書かれた時間とあわせ，制約条件を設定

する．特徴語群の抽出は，ブログ記事に形態素解析を

行い，得られた名詞を特徴語群とみなして行う．  

2 段階目では対象のブログ記事がどのテレビ番組を

話題対象・引用元にしているかを，字幕テキストから

推定する．推定は，1 段階目で得られた制約条件によ

って絞り込まれた字幕テキストから，特徴語群と一致

率の高い番組を抽出することで行う．推定の際，一致

率が一定以上の番組が存在しない場合，対象のブログ

記事はテレビ番組を話題に含まないと判定する．  

提案手法によって，特定の番組のウェブ上における

影響調査や，番組で出現した話題がウェブに反映され

る時間経過の把握が可能となる．  

本稿の構成は以下のとおりである．第 2 節では，関

連研究について述べる．第 3 節では提案手法について

説明する．第 4 節では提案手法の評価実験について述

べ，第 5 節ではまとめを述べる．  

2. 関連研究  

2.1. 省略語の推定に関する研究  

関口ら [2]，村山ら [3]は特定対象の関連語として，対

象の正式名称の略語を生成する研究を行った．  

関口ら [2]は正式名称の文字列から任意の文字を抜

くことで生成できる全ての略語候補を生成し，元とな

る正式名称を含むブログ記事集合と，略語候補を含む

ブログ記事集合の内容の類似度によって，略語である

かどうかを判定した．  

村山ら [3]は，略語候補が大量になるのを防ぐため，

文字の省略や削除といった，正式名称から略語が生成

されるプロセスをモデル化し，確率的に高いモデルを

使用して略語候補の生成を行った．結果，略語候補の

正誤判定の計算コストを小さくすることに成功した．  

関口ら，村山らともに精度よく省略語を獲得してい

る．ただし，略語を関連語として用いる手法は，代名

詞が用いられている等，対象の名前を記述していない

文書には対応できない．  

2.2. ブログ集合を利用した関連語抽出に関

する研究  



 

 

関口ら [4]は，特定対象の関連語として，特定対象と

頻出する単語を抽出する研究を行った．  

関口らは，ある著者と同じ興味をもつ人々のブログ

集合を利用し，ブログ集合の共通要素から対象の関連

語の抽出を行った．まず，対象著者のブログ記事と同

じ語句を扱っているブログ記事を集め，それぞれ対象

著者のブログ記事と一致する語句の量で関連度を算出

する．そして，関連度の高いブログ記事ほど出現度が

高くなっている語句を，特徴的な関連語とみなし抽出

する．  

ブログ集合を利用して関連語抽出を行う手法は，対

象語句の関連語なのか，対象語句を含むジャンル全体

の関連語なのかの判別が難しいという欠点がある．   

2.3. 異なったデータベース間の対応付けに  

関する研究  

池田ら [5]はブログ記事とニュース記事の対応付け

を行った．まず，ブログ記事，ニュース記事それぞれ

で特徴的な語を抽出する．次に，各特徴語に出現頻度

で重みづけを行う．重みづけの際，ニュース記事とい

う特性を生かし，ニュース記事が配信された直後に出

現頻度が増した単語には別に重みづけを行っている．

最後に特徴語群の類似度でブログ記事とニュース記事

の対応付けを行っている．  

結果，ニュース記事の特性を生かした重みづけによ

って精度の向上に成功した．  

3. 提案手法  

本章では提案手法について述べる．提案手法の流れ

を図  1 に示す．  

 

 処理は 2 段階に分かれ，1 段階目で対象のブログ記

事から，制約条件の設定と特徴語群の抽出を行う． 2

段階目では 1 段階目で得られた特徴語群を，制約条件

で絞り込みを行った字幕テキストと照らし合わせ，一

致率の高い番組を抽出する．各節で処理について述べ

る．  

3.1. 字幕テキスト探索範囲絞り込みのため

の制約条件設定  

対象のブログ記事に含まれる表現によって時間・テ

レビ局・番組ジャンル，3 つの制約条件の設定を行う．

設定された制約条件は，3.3 節のテレビ番組推定で探

索される字幕テキストの絞り込みに利用される．  

時間制約の設定は「昨日，今日」という単語につい

てのみ行った．2 つのうちどちらかが含まれていた場

合，探索範囲をブログ記事が書かれた日を基準に 2 日

前までとした．どちらも含まれていなかった場合は探

索範囲をブログ記事が書かれた日を基準に 7 日前まで

としている．  

テレビ局・番組ジャンル制約の設定は対象のブログ

記事にテレビ局名・番組ジャンル名が含まれていた場

合に行う．テレビ局名は字幕テキストを持っている 7

局分，番組ジャンル名にはジャンルのうち一部を利用

した．テレビ局名・番組ジャンル名が含まれていた場

合は，字幕テキストの探索範囲を含まれていたテレビ

局，含まれていたジャンルに絞り込む．  

制約条件に使用した単語を表  1 に示す．ただし，テ

レビ局名は表記ゆれを考慮している．  

表  1 制約条件設定に利用する単語  

時間制約  今日，昨日  

テレビ局制約  

NHK 総合，NHK 教育，TBS，  

日本テレビ，テレビ朝日，  

テレビ東京，フジテレビ  

番組ジャンル制約  
ドラマ，ニュース，バラエティ，

アニメ  

3.2. ブログ記事からの特徴語抽出  

まず，ブログ記事に形態素解析を行い，すべての名

詞を特徴語候補として抽出する．  

次にブログ記事において頻出する名詞を除去する．

ブログ記事で頻出する名詞を特徴語群に含めてしまう

と，常に同じ番組が推定される危険があるためである．

実験では，ランダムに選んだ 5000 件のブログ記事内で

の出現頻度によって頻出名詞を決定した．  

最後に，各候補に字幕テキスト内での IDF 値によっ

て重みづけを行い，重みが一定値以下の候補を除去し，

残ったものを特徴語群とする．  

3.3. 字幕テキストからのテレビ番組推定  

まず，3.1 節で設定した制約条件で字幕テキストの

絞り込みを行う．絞り込みのイメージを図  2 に示す．  

 

 

図  1 提案手法処理の流れ  

 

 

昨日のドラマの花魁口調を真似てみた．
トラックバックしてくれてありがとう．

《2009年11月2日》

特徴語群
[ドラマ，花魁，口調]

字幕テキスト

時間的制約：11月1日（昨日）

ジャンル制約：ドラマ

制約条件

対象となるブログ記事

絞り込まれた
字幕テキスト11月1日，TBSで放送の『JIN –仁-』と推定

１段階目

２段階目



 

 

 

 

 次に，絞り込まれた字幕テキストから 3.2 節で得ら

れた特徴語群と一致率の高い番組を抽出する．絞り込

まれた字幕テキスト内で各特徴語の探索を行い，特徴

語を含んでいる番組にその特徴語の重み分スコアを加

算する．特徴語群すべてにおいて同様の処理を行い，

スコアの最も高いものを抽出する．実験ではスコアの

上位 10 件を求めた．  

4. 評価実験  

4.1. 使用データ・実験環境  

字幕テキストには，  2005 年 1 月から 2009 年 11 月

までの，関東で放送された 7 局のテレビ番組おける字

幕テキストを用いた．また，ブログ記事集合として，  

2007 年 7 月～2009 年 7 月までの 2 年間のブログデータ

を使用した．各データ量を表  2 に示す．  

表  2 実験に使用したデータ  

 収集期間  データ量  

字幕テキスト  2005.1～2009.11 472,031 番組  

ブログ記事  2007.7～2009.7 約 10TB 

 

実験環境として，形態素解析には Yahoo!JAPAN が提

供している日本語形態素解析 [6]を利用した．  

4.2. 評価方法  

実験対象として，テレビ番組について書かれている

ブログ記事 100 件を人手で収集した．収集の際，字幕

テキストを持っていないテレビ局の番組等，推定不可

能な番組についてかかれたブログ記事は除外している．

また，収集したブログ記事には，記事内に番組正式名

称が含まれていた場合，正式名称の除去を行った．収

集したブログ記事の内訳を表  3 に示す．  

 

表  3 実験に使用したブログ記事内訳  

ドラマ  
バラエ

ティ  
アニメ  情報  その他  合計  

24 件  25 件  23 件  22 件  6 件  100 件  

 

作成した実験対象ブログ記事を提案手法のプログラム

に入力し，推定番組上位 10 件を表示し，評価を行った． 

4.3. 評価結果  

評価実験の結果，提案手法の精度を表  4 に示す．  

表  4 提案手法精度  

精度―候補 1 位  精度―候補 5 位以内  

55% 72% 

 

 以上の結果より，字幕テキストを利用することでブ

ログ記事の話題番組推定が可能であることがわかる．  

 また，2 つの正解番組推定例を挙げる  

 

 

 

上記のブログ記事からは，特徴語として  

[庵，ゴルゴ，ザゴールデン，サバンナ ] 

が抽出され，提案手法は正解番組「爆笑レッドカーペ

ット」を推定する．同じ特徴語を検索エンジンに投げ

た場合，検索エンジンは上位に「爆笑レッドカーペッ

ト」を返す．  

 

 

 

上記のブログからは，特徴語として  

[住民税，タイムリー，NHK，… ] 

が抽出され，提案手法は正解番組「家計診断 おすす

め悠々ライフ」を推定する．しかし，同じ特徴語を検

索エンジンに投げた場合，ブログ記事が書かれた時間

等をクエリに付加しても正解を上位には返さない．  

 理由として，字幕テキストは検索エンジンに比べ，

限定的な情報源から探索を行うことができるため，少

昨日の続きですが、住民税の話。タイムリーな事

に今朝のＮＨＫの番組で取り上げられておりまし

た。…  

庵ｗｗｗｗゴルゴｗｗｗｗｗｗまぁｗわからな

いからなｗｗ皆ｗｗｗ  ザゴールデンゴールデン

ｗｗｗｗｗ   サバンナｗｗｗｗあるよｗｗ目が

刺さってﾃﾝｼｮﾝ下がるｗｗｗｗ  

 
 字幕テキストデータ全体 

…… 

時間制約で絞り込み 

テレビ局制約で絞り込み 

ジャンル制約で絞り込み（例：ドラマ） 

TBS NHK 日本テレビ 

TBSのフォルダ 

×月×日～○日のデータ 

局でわけられた 

フォルダ 

日付でわけられた 

ファイル 

ドラマの番組は 3 ヶ所 

塗りつぶされた部分が探索範囲になる 

図  2 字幕テキスト絞り込みのイメージ  



 

 

しの特徴しか持たない単語からも番組を推定できるこ

とが挙げられる．よって，字幕テキストの利用は検索

の精度・網羅性の向上に有効な情報源であることがわ

かる．  

5. まとめ  

本稿では，テレビ放送の字幕テキストを利用した，

ブログ内で引用された番組名推定の提案手法について

説明し，実験を行った．結果として，候補 1 位の精度

は 55％，候補 5 位以内の精度では 72％を出すことがで

きた．また，検索エンジンでは対応しきれいないブロ

グ記事に対しても，適切な推定が可能であった．よっ

て，字幕テキストは検索の精度・網羅性向上に有効な

情報源といえることがわかった．  

今後の課題としては，提案手法の精度向上の他，提

案手法とは逆に，特定番組の字幕テキストの特徴語群

を利用することで，対象の番組について書かれたブロ

グ記事を抽出する研究を行いたい．また，特徴語に，

番組で使われる独特な台詞・言い回しを用いることで，

潜在的に番組の影響をうけている著者の抽出も可能で

はないかと考えている．  

その他，より時間との結びつきが強い，Twitter 等の

マイクロブログへの適用など，他の情報源への応用も

行っていきたい．  
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