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あらまし  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。 
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1. まえがき  

近年、携帯電話やスマートフォンの普及により、オ

ンラインニュースなどの様々なコンテンツがインター

ネット上で配信されている。膨大なコンテンツの中か

ら利用者に有益な情報のみを提示するキュレーション

サービスに注目が集まっている。利用者の嗜好に合っ

た情報を自動的に収集するレコメンデーションサービ

スに加え、近年ではコンテンツに対して投稿されたネ

ット上のコメントを人手によってまとめた「まとめサ

イト」と呼ばれるサービスが提供されている。これら

のサービス提供の背景には、コンテンツの内容だけで

なく、他の閲覧者がコンテンツをどのように受け止め

たかを重視する利用者のニーズが見られる。  

本稿では、このような利用者のニーズに沿ったキュ

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。コンテンツに対する他の閲覧者のコ

メントを容易に把握するには、コンテンツに関連する

コメントを提示するだけでは不十分であり、投稿者の

意見を含むコメントを抽出する仕組みが必要となる。

提案手法では、コメント中で利用される顔文字や文字

列の連続、記号表現や文体といった言語的な指標を用

いて、投稿者の主観が含まれるコメントを抽出するこ

とで、ニュースがどのように受け止められたかを端的

に表す要約語を提示すると共に、代表的なコメントを

提示する。  

提案手法の適用例として、ニュースキュレーション

サービスの概要を図１に示す。ユーザに最初に提示さ

れるトップ画面には、最新のニュース記事の一覧が表

示される。ニュースはあらかじめ取得されたユーザの

興味や、関連するネット上のコメントの数などによっ

て優先付けられて提示される。各ニュースに対して、

提案手法によって抽出された要約語を提示することで、

記事の閲覧を促すことが可能となる。記事閲覧画面で

は、ニュースと関連するコメントが提示される。この

とき、要約語や投稿者の主観を含むコメントを優先提

示することで、ユーザはニュースがどのように受け止

められたかを容易に確認することが可能となる。本稿

では、ニュースを適用例として扱うが、ニュース以外

のコンテンツ、例えばテレビや音楽、アプリなどに対

しても提案手法は適用可能である。  

提案手法の有効性を確認するため、表示される要約

語および代表コメントの満足度について、 5 人の被験

者を対象とした主観評価実験を実施した。実験により、

提案手法はベースライン手法と比べて、有効であるこ

とが確認された。  

 

2. 関連研究  

インターネット上にあふれる情報からユーザの興

味に合った情報を収集する手段として、情報推薦に関

する多数の研究が取り組まれている [1]。近年では、ソ

ーシャルメディアを利用した情報推薦の手法も提案さ

れており [2]、ニュース記事を推薦するシステムも提案

されている [3]。  

ニュースやテレビ番組といったコンテンツに関連

するネット上のコメントを収集する手法が提案されて

いる。ニュースについては、URL に基づく手法 [4]や、

記事の内容の類似度を用いる手法 [5]、テレビ番組につ

いては、メタデータを利用する手法 [6]がそれぞれ提案

されている。  

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 [7]。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 [8]。 

また、文章の特徴を表す語を抽出する手法として、

TFIDF は広く用いられており、文章のトピックを分析  



 

 

図 1 提案手法を適用するキュレーションサービスの例  

 

する LDA[9]や、意見を賛否に分類する評判分析 [10]な

ども、文章の分類や特徴の抽出に利用される。  

ソーシャルメディアにおいて、コメント投稿者の感

情が文章中に現れる際の特徴として、コメントに含ま

れる顔文字に着目する手法 [11]や、文字列が連続して

出現することに着目する手法 [12]などが提案されてい

る。  

これらの従来研究を活用することで、想定するニュ

ースキュレーションサービスにおいて、ユーザの嗜好

に合ったニュースを提示する機能や、ニュースに関連

するネット上のコメントを提示する機能を提供するこ

とが可能となる。本稿では、それらをベースとして、

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、ニュースがどのように受け止

められたかを容易に把握可能とし、ニュース記事を魅

力的に提示する手法を提案する。  

 

3. 提案手法  

3.1.  提案手法の概要  

提案手法の全体像を図 2 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。関連データ収集では、コンテンツお

よびコンテンツと関連するネット上のコメントを収集

する。主観表現抽出では、各コメントに対して、投稿

者の主観的な意見が含まれている度合いを付与する。

要約表現抽出では、主観度合いの高いコメントの中で

特徴的に出現する語を取り出す。代表コメント提示で  

 

図 2 提案手法の全体像  

 

は、要約表現を含むコメントおよび主観度合いの高い

コメントを、当該ニュース記事が閲覧者にどのように

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。以下では、各手法の詳細について説明を行う。

図 2 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。  
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表 1: ニュース記事と関連ツイートの具体例  

ニュース例 : 

A 社 XX 機能を搭載した新製品 YY を 3 月に発売  

ツイート例 : 

A 社 YY を発売  http://...  

欲しいかも (σ´囗｀｡) http://...  

A 社のニュース  http://...  

うわぁ、誰得な仕様はやめろよ http://...  

YY が 3 月に A 社から発売  http://...  

うおおおおお！欲しいいい！http://...  

 

3.2.  関連データ収集  

コンテンツとコンテンツに関連するネット上のコ

メントを収集する。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、映画など様々なコ

ンテンツおよびコンテンツに関連する掲示板や

SNS(Social Networking Services)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。  

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。文献 [5]で提案されて

いる手法を用いることで、明示的にニュース記事を引

用せずに記事に対する意見を述べるようなツイートを

収集することも可能であるが、関連のないツイートが

混在する可能性を排除するため、本稿では適用してい

ない。ニュースおよび関連するツイートの例を表 1 に

示す。  

 

3.3.  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言語的な

指標として、文献 [11, 12]を参考に次の 4 指標を利用し

た。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 2 に示す。  

・パターン 1: 顔文字を含む度合い e 

・パターン 2: 文字列が連続して出現する度合い c  

・パターン 3: 記号を含む度合い s  

・パターン 4: 文体による主観度合い w 

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。顔文字表現は多様であり、全ての顔文字表

現を正確に抽出することは困難である。一方で、これ

らの表現の多くは携帯電話やパソコンなどに登録され

た入力辞書から選択されている場合が多く、頻繁に用

いられる顔文字表現は有限であることから、日本語の

ツイートで頻繁に用いられる顔文字約 20,000 種類を  

表 2 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｀｡)  

(；´∀｀ )･･･うわぁ、誰得･･･  

パターン 2: 文字が連続しているもの  

この機能、誰得ｗｗｗｗｗｗｗｗ  →  8 文字  

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  

公式発表きたのか！！！欲しい！！ →  5 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  

こんな誰得仕様の製品は買わない  →  未然形  

 

辞書登録した。  

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。コメントに対して形態素解析を

行い、同一の形態素が連続して複数出現する場合、そ

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

ト末尾の形容詞、形容動詞、動詞の活用形が特定の形

式である場合、主観を含むと判断し w=1 とする。それ

以外の場合は、w=0 とする。表 2 の例に示すように、

投稿者の主観的な意見を含む場合、文末における形容

詞、形容動詞、動詞の活用形が命令形や仮定形、未然

形などになりやすい。これに対し、「A 社が新製品を発

売する」といった客観的事実を述べる場合、連用形や

体言止めが用いられやすい。本稿では、活用形が命令

形、仮定形、未然形である場合を、主観表現を含むも

のとした。  

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

である。  

 

P = αe + βc + γs +δw  (1) 

 

各コメントが主観的であるか否かは、コメント閲覧

者によって異なる可能性があるため、一般的には、複

数人によってラベリングされた教師データを用いて各

パラメータの最適化を行うことが望ましい。本稿では、

単独の作業者により、ニュース記事 30 件と関連するコ

メントをもとに、主観性の高いツイートに高いスコア

が付くよう、パラメータの最適化を実施した。  



 

 

表 3: 主観表現を含むツイートと要約語の例  

主観表現を含むツイート例：  

えっ (;ﾟ⊿ﾟ)誰得？  

欲しいかも (σ´囗｀｡)  

(；´∀｀ )･･･うわぁ、誰得･･･  

うわぁ、誰得な仕様はやめろよ  

欲しいけど、もうちょっと安かったらなぁ  

こんな誰得携帯は買わない。  

この機能、誰得ｗｗｗｗｗｗｗｗ  

うおおおおお！欲しい！  

おいおいおい誰得だよ  

要約語の例：  

誰得、欲しい  

 

3.4.  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。TFIDF の代わり

にχ二乗値などを指標としてもよいと考えられる。本

稿では、TFIDF 値が最も高い 1 つの単語を要約語とし

て提示するが、閾値以上である複数の単語を要約語と

して提示してもよい。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。表

3 に主観度合いの高いツイートとこれらのツイートか

ら抽出される要約語の例を示す。  

 

3.5.  代表コメント提示  

3.4 章で抽出した要約語を含むコメントおよび、3.3

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。1 章に記載した本稿で想

定するアプリケーションにおいては、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。そのため、より上位に要約語を含むコメントが

提示されることが望ましい、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、の 2 手法との比較を実施した。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表示する一般的な提示方

法、 (b) リツイートが多い順に提示する方法、の 2 手

法との比較を実施した。  

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、当該ニュース記事に関

連するツイート約 3,400 件を用いた。  

評価方法は、想定する利用シーンを考慮して設定し

た。要約語については、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。

代表ツイートについては、画面上で一覧できる件数を

考慮し、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する。その中でニュースと合

わせて読むツイートとして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。要約語抽出などで、複数の手法で同じ語

が提示される場合や、優劣をつけることが難しい場合

は、複数の手法を選択することを許容し、その場合は

選択された手法で点数を均等に配分することとした。

例えば、2 つの手法が選択された場合は、各手法に 0.5

ずつを加算する。  

 

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 4

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 5 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、ツイート全体の重要語や記

事の重要語は、おおむねニュースのタイトルに含まれ

る語が要約語として提示されており、付加的な情報が

得られにくいことが分かる。被験者の意見として、タ

イトルと重複する情報が提示されても魅力的に感じず、

不要であるといった意見が多く得られた。  



 

 

表 5: 各手法による要約語抽出例  

ニュースタイトル  提案手法  全ツイート TFIDF 記事 TFIDF 

不審な Android アプリさらに 15 種、謎の目的で Google ア

カウント ID を外部送信  

怖い  不審  Android 

スマホ版「ドラクエ」初日で 100 万ダウンロード突破 無

料期間を延長  

なつかしい  ダウンロード  ドラクエ  

2014 年 W 杯、日本はコロンビア、ギリシャ、コートジボワ

ールと同組に  

厳しい  コートジボワール  W 杯  

au 未来研究所の研究仮説を神山健治監督がアニメ化  面白い  エデン  研究  

スタジオジブリ最新作は米林宏昌監督「思い出のマーニ

ー」！  

かわいい  マーニー  マーニー  

 

表 4: 被験者実験による要約語抽出性能比較  

手法  獲得票数  

提案  89 

ツイート全体の重要語  7 

記事の重要語  4 

 

表 6: 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  

提案  92 

時系列  3 

リツイート  5 

 

次に、代表ツイート提示について、被験者実験の結

果を表 6 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。あるニュース記事に対

する代表ツイートの例を表 7 に提示する。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、時系列に

表示する手法では、引用のみのツイートが多く、有益

とはいえない。リツイートが多いツイートを表示する

手法では、フォロワーを多く保有する公式アカウント

やブロガーによるツイートが提示される。芸能人など

影響力の大きい人物が自身の意見を発信している場合

は有益と考えられるが、多くはフォロワー数の多いブ

ロガーなどによる引用のみのツイートであり、有益と

は言えない。被験者の意見として、引用やリツイート

が多く、タイトルと重複する情報が提示されても魅力

的に感じない、という意見が多く得られた。それに対

し、提案方式ではニュース記事の閲覧者の意見が提示

され、共感できるという意見が得られた。一方、本稿

でツイートの主観度合いを測る指標として用いた文字

列の連続などに対し、過度な使用は不快に感じられる

場合もある、といった意見もあった。提示するコメン

トの受容性については、今後調査を行う必要があると

考えられる。  

 

 

 

 

表 7: 各手法による代表ツイート提示例  

提案手法によるツイートの例 : 

怖くてセキュリティソフト無しでは使えんな (´Д
` )  

アプリが GET 処理時に許可ウィンドウ出すべきじ

ゃね？と思う。ま、俺のアプリも、使ってない権限要

求出しますが (笑 )  

Android で使ってるアカウントはそれ専用にしてお

くしかないよね。 (；´Д｀ )  

時系列手法によるツイートの例 : 

RT @XXX 不審な Android アプリ…(公式の RT のみ )   

RT @XXX 不審な Android アプリ…(公式の RT のみ )   

RT @XXX 不審な Android アプリ…(公式の RT のみ )   

リツイート手法によるツイートの例 : 

RT @YYY 画像にあるのが怪しいアプリかな？  

RT @XXX 不審な Android アプリ…(公式の RT のみ )  

RT @XXX 不審な Android アプリ…(公式の RT のみ )  

 

5. まとめ  

本稿では、インターネット上で配信される膨大な情

報の中から有益な情報のみを利用者に提示するキュレ

ーションサービスに対して、付加価値を与えるコメン

ト要約手法を提案した。提案手法では、コメント中で

利用される顔文字や文字列の連続、記号表現や文体と

いった言語的な指標を用いて、投稿者の主観が含まれ

るコメントを抽出することで、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。提案手法の有効性を確認するため、 5

人の被験者を対象とした主観評価実験を実施した。実

験の結果、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。要約語抽出については、タイト

ルと要約語を合わせて提示することで、ニュース記事

に興味を抱かせるような情報提示が可能となった。代

表ツイート提示については、ベースライン手法では引

用のみのツイートが多く提示されることに対し、提案

手法では投稿者の意見を含むツイートが抽出でき、有

益であることが確認された。  

今後の課題として、提案手法における主観表現を含

むコメントの抽出に用いた指標のさらなる精査が必要



 

 

であると考えられる。各指標によって選択されるコメ

ントの性質的な違いの確認や、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

みづけパラメータの最適化などが挙げられる。また、

本稿では、コンテンツとしてニュースを、ネット上の

コメントとしてツイートを利用したが、それ以外のテ

レビや音楽、映画などのコンテンツや掲示板、SNS と

いった多様なネット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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