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あらまし   近年の SNSの普及に伴い，新聞社を代表とするニュースソースが SNSを通し，ニュース記事を積極
的に配信するようになった．これにより，SNSユーザが SNS上で意図せずに，ニュース記事に出会う機会が増加し
ている．ニュース記事には，ニュースソースの立場が反映され，取り上げられる事実や書き方が異なる場合がある．

しかし，それを読む SNSユーザが各記事の立場等を意識せずに，特定の捉え方のみを事実として信じてしまうこと
がある．このような背景のもと，SNSユーザが，多様な視点や広い視野でニュースの対象となっている事柄を捉え
るようになることが重要であると考えられる．しかし，記事本文の言語的特徴から，記事の立場の違い等を自動的

に抽出することは困難である．本研究では，この問題を解決するために，SNS上のユーザの反応を利用して，同一
の事象を異なる視点で書かれたニュース記事を発見する手法を提案する．本手法では，新聞社等のニュースソース

の Twitterアカウントによって投稿された記事 URL付きツイートに対するリプライや引用ツイートを記事に対する
「反応」と考え，これを記事の立場の特徴として利用する．そして，これを比較することで異なる立場の記事を得

る． 
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1. はじめに  
近年のインターネットの普及に伴って，新聞社を代

表とするニュースソースが紙媒体のみではなく，電子

化したニュース記事をネット上で提供するようになっ

た．またそれだけではなく，SNS が一般的になったこ
とで，各ニュースソースも自身の SNS(ソーシャルネッ
トワークサービス )のアカウントを設け，それらを通じ
て SNS 上でもニュース記事を積極的に配信している． 
このことによって，SNS ユーザは新聞等を読むことは
なくても，SNS 上で偶然ニュース記事のタイトルを目
にし，もしそれに興味が湧けば，その記事の内容を読

むことができる．  
しかし，ニュース記事は対象とする事象を，客観的

に伝えながらも，ニュースソースが対象を捉えるとき

の立場が，記事の構成や表現として現れていると考え

られる．各ニュースソースの記事が SNS 上を通して配
信され，SNS ユーザの目に触れる時，SNS ユーザ，特
に若い世代のユーザはそのニュース記事のソースの立

場を考慮することは少ないと考えられる．そのため，

ユーザ自身が気付かないうちに，ニュース記事が書か

れた立場の影響を受け，ユーザ自身が対象を偏った観

点から捉えてしまう可能性がある．  
この問題を解決するため，SNS 上のニュース記事に

対して，それが書かれた立場を判定し，その記事と同

じ対象を扱うけれども，それを捉える立場が大きく異

なる別のニュース記事をユーザに提供することが効果

的であると考えられる (図  1)．そこで，本研究では，対
象を捉える立場が大きく異なる別のニュース記事を発

見するための手法を提案する．

 

図  1 ユーザの閲覧した記事と異なる立場を持つ記事の提供  

 
本研究では，対象とする SNS として，代表的なマイ

クロブログサービスである Twitter を利用する．現在，
新聞社，TV 局をはじめとした様々なニュースソース

は，自社の Twitter アカウントを利用して，ニュース
記事の紹介を行っている．具体的には，それぞれのニ

ュースソースは，自社の Web サイトにニュース記事を
投稿した際に，自身の Twitter アカウントを通して，
その記事のタイトルと記事ページの url を含むツイー
トの投稿を行い，記事の積極的な拡散を行っている．  
	 本研究では，ニュースソースが公開したニュース記



 

 

事の立場を判定するために，ニュース記事本文ではな

く，記事への反応を利用する．具体的には Twitter 上
で得られる，ニュース記事のツイートへのリプライや，

引用リツイートなどを反応として利用する．これらの

反応は，記事の持つ立場の何らかの影響を受けている

と考え，この反応を利用することで，記事の立場を比

較することができると考える．本論文では，このアプ

ローチに基づいた複数の立場の異なる記事を発見する

手法の提案及びその精度の検証を行う．  
 

2. 関連研究  
	 立場の異なる記事を発見するための前段階として，

異なるニュースソースから配信された，同一の事象を

扱うニュース記事を発見する必要がある．  
	 坂梨ら [1]は，複数の新聞社が報道している同一の事
象に対するニュース記事を取り上げ，それが同じ対象

を扱っているかを判定するために，「文字列の一致」，

「単語の一致」，「構文の一致」，「単語の持つ意味の一

致」などの，複数の観点から記事本文の比較実験を行

い，これらを，比較，組み合わせるなどして，類似文

書を判定している．具体的には，文字列の一致として，

トライグラムの一致度数に基づく文章の類似度の判定

と，記事から抽出した単語集合を用いた Jaccard 係数
を利用した内容構成単語に基づく一致度の判定を比較

し，考察を行っている．福本ら [2]は，同一の事象を扱
う記事との関連として，特定の事柄に対して，その経

過を示す一連のニュース記事を自動的に提示するため

に，その事柄の経過を示す記事，すなわち続報記事を

代表的な機械学習手法の一つである SVM を用いて推

定する手法の提案をしている．白井ら [3]は LDA とい
うトピック (特定の話題やテーマを表す単語群 ) を利
用した文書分析の手法を異なる新聞社の新聞の社説に

対して用いることで，同じ話題だが，異なる著者 (新聞
社 ) の文章を比較し，文章の著者を推定する手法を提
案している．  
	 ニュース記事に対する Twitter 上のツイートに関し
て，邱 [4]らはニュース記事の url を含むツイートを収
集し，それを分析することでニュース記事に関する新

たな特徴語を抽出することで，ニュース記事の url は
含まないが，記事の話題に関連しているツイートを収

集する手法を提案している．佐藤ら [5]は，文章の持つ
立場とは若干異なるが，文章 (ブログ記事 ) から形態素
解析を利用したルール設定により，文章中の主張を抽

出するシステムを提案している．また，特定の記事や

文章に関して，それに対するユーザの反応を利用して

文章の性質を判定する研究として，林田ら [6]の反応を
利用したネタツイート判定手法や，宮田ら [7]のコメン
ト・トラックバックの分析に基づくブログ記事の影響

度判定等の研究がある．  
	 以上に挙げた研究の中で，坂梨ら [1]の研究では，本
研究同様に，同じ事柄に対する複数記事間の差異の把

握を目的としている．しかし，彼らの研究では，ニュ

ース記事本文を利用してそれらの立場の差異を把握し

ようとしている．しかし，ニュース記事は，基本的に

は客観的な事実をベースにして書かれているため，ニ

ュースソースの立場や主張といったものを記事本文か

ら直接抽出することは難しい．そこで，本研究では，

ニュース記事に対する，ユーザの反応に注目し，反応

は記事の立場の影響を受けているものとみなし，記事

に対する反応を利用して，立場の異なるニュース記事

を発見することを目指す．  
 

3. ニュース記事の立場の違い  
	 本研究の目的を実現するためには，Web 上のニュー
ス記事が書かれた立場を適切にモデル化することが重

要である．  
	 立場というものは，抽象的なものであるが，一般的

な文章であれば，文章の著者の持つ物事の捉え方や観

点といったものが物事に対する，意見や主張，感想と

いう形で表現され，それが立場であると考えられる．  
	 しかし，ニュース記事は基本的には客観的な事実の

表現として書かれているのが特徴である．ニュース記

事に含まれるものは，発生した事実に関する情報が主

であり，ニュースソースの持つ立場に基づいた意見や

主張などが，わかりやすい形式で表現されることはほ

とんどない．しかし，複数のニュースソースが同じ事

柄を対象として記事を書いていても，全く同一の記事

とはならない．記事のニュースソースごとに異なった

観点から対象は捉えられ，ニュース記事となる．その

結果，情報の構成の仕方や，わずかな表現などが異な

り，それによって読者に与える印象には差が生まれる． 
	 先に述べたように，ニュース記事というものは客観

的であることが特徴であり，その立場の差はニュース

記事の中の情報の構成や表現といった微妙な差である．

そのため，記事本文のみに対する自然言語処理に基づ

いた手法を用いて，記事の立場という抽象的なものを

明確に抽出するのは困難であると考えられる．  
	 そこで，本研究では SNS 上で記事をすでに閲覧し
たユーザの反応 (記事への意見やコメント )を利用する
ことを考える．本研究では，SNS として代表的なマイ
クロブログサービスである Twitter を利用し，各ニュ
ースソースへのリプライや，記事 url 付きのツイート
に伴うユーザのコメントを，記事を閲覧したユーザの

記事に対する反応として扱う．そして，この記事に対

する反応が記事の持つ立場の影響を受けていると考え

る．これらの記事に対する反応を収集し記事の立場と



 

 

してモデル化することで，立場の比較を行う．  

4. 提案手法  
本研究では，Twitter 上で Web 上のニュース記事が

ユーザのタイムライン上に配信され，ユーザはそれに

興味を持ち閲覧するという状況を想定する．本研究で

は，ユーザに対して配信されたニュース記事に対して，

同じ事柄を対象としているにもかかわらず，異なる立

場から書かれたと考えられるニュース記事を提案する

ことを目的とする．以下では，提案システムの流れを，

３段階に分けて説明する．なお，本研究では Twitter API
によってツイートを取得するものとする．  
また，以下の図で本システムの概要を示す．  

 
図  2 システム概要  

	 以下では，提案システムの流れを 3 段階に分けて説
明する．  
	 なお，本研究では，Twitter 上に投稿されている記事
への反応とみなすことのできるツイートを利用する．

Twitter API を利用してそのツイートを取得する．  
 

4.1. 同一の事柄を扱う記事の対応付け  
	 本研究の目的を実現するために，まず，ユーザが興

味を持ったニュース記事と同じ事柄を扱う他のニュー

スソースのニュース記事を収集する必要がある．その

ために，本研究で対象とするニュースソース (朝日新聞
[8]，産経新聞 [9]，読売新聞 [10]，日経新聞 [11]，HNK[12]) 
が持つ Twitter アカウントによって投稿される，各ニ
ュースソースの Web 上のニュースサイトの記事ペー
ジの url 付きツイートを利用する．ツイートの url か
ら記事をユーザが閲覧した記事の投稿日時を参考に収

集し，その中から，同じ事柄を対象とする記事を記事

本文同士の類似度によって対応づけることで，選別す

る．そのための具体的な手法を以下で述べる．  

4.1.1. 記事の収集  
	 Twitter 上のアカウントによるツイートの記事 url を
利用した記事の収集方法について述べる．  

	 ニュースソースの自社 Web サイトにおいて電子化
したニュース記事を公開した後に，その記事の url を
付したツイートを Twitter 上に投稿する．これを利用
することにより，必要なニュースソースのニュース記

事の鍵となる url をはじめに取得する．  
	 今回，本研究で対象としたニュースソースの Twitter
アカウントは以上の５つである．  
(a) 朝日新聞 (asahi shinbun)：@asahi 
(b) 産経ニュース：@Sankei_news 
(c) 読売新聞 YOL：@Yomiuri_Online 
(d) 日本経済新聞  電子版：@nikkei 
(e) NHK ニュース：＠nhk_news 
	 	 これらの Twitter アカウントによって投稿されて
いるツイートを利用することで，記事の収集を行う．  
	 まず，同じ事柄を扱う記事の条件として，同じ事柄

を扱う記事は，ニュースソースが異なっていても，記

事の投稿日時が近いことが考えられる．よって，まず

はじめに，ユーザが興味を持った記事の url を，Twitter 
API の search/tweets の検索ワードとして用いること
で Twitter 上に投稿されたその記事 url を持つニュー
スソースアカウントによって投稿されたツイートの  
デ ー タ を 取 得 で き る ． 具 体 的 に は ， Twitter API 
search/tweets において，検索キーワードを指定する必
須パラメータである "q"を目的の記事 url にする．また
"q"では検索演算子の指定を行うことができ，今回は
"from:@xxx(screen name)"という，スクリーンネーム
("@"から始まる半角英数字などで構成される文字列 ) 
の指定によってそのユーザが投稿したツイートのみを  
指定できる演算子を使用し，目的の記事 url を含み，
かつ対象とするニュースソースの Twitter アカウント
から投稿されたツイートを取得した．  
	 この取得した記事ツイートのデータから，投稿日時

等の情報を抽出する．この記事 url 付きツイートの投
稿日を記事自体の投稿日とし，この投稿日 24 時間と
前後 6 時間 (投稿日前日 18:00 投稿日翌日 6:00) の範
囲に投稿された，対象とするニュースソースアカウン

トにおけるすべてのツイートを取得する．具体的には，

まず Twitter API の search/tweets の取得期間に関する  
パラメータである， "since"及び "until"を設定する．
"since"は過去のどの時点からツイートを取得するかを
設定するかを決めるパラメータであり， "until"は最近
のどの時点までのツイートを取得するかを決定するパ

ラメータである．本研究では，これを投稿日前日の 18 
時 (YYYY-MM-DD 18:00:00 JST) から投稿日翌日の 6 
時 (YYYY-MM-DD 06:00:00 JST) までに指定した．また，
検索キーワードを指定するパラメータ "q"で検索演算
子 "from:"を用いて，対象とするニュースソースアカウ
ントでそれぞれ検索を行い，ツイートを取得した．  
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	 取得したほとんどのツイートの本文は，記事タイト

ル及び記事 url によって構成されている．このツイー
ト本文から url を抽出し，各ニュースソースの Web ペ
ージ上のニュース記事にアクセスし，ニュース記事の

本文を取得する．  
 

4.1.2. 記事本文の対応付け  
	 4.1.1 で収集した各ニュースソースの Web ページ上
の記事本文の特徴をモデル化し，比較することにより，

同一の事柄を扱う記事の対応付けについて述べる．  
	 まず，記事本文の特徴のモデル化として，今回は一

般的に文書分類で用いられる TF-IDF 法を用いた特徴
ベクトルの生成を行う．TF-IDF 法とは，文書中に登
場する単語の重要度を出現頻度から計算することがで

きる手法であり，計算結果は単語の重みを表す．  
	 𝑡𝑓 は単語の出現数 (Term Frequency)， 𝑖𝑑𝑓 は総文書
数 / 単 語 が 出 現 す る 文 書 の 総 数 の 対 数 (inverted 
Document Frequency) であり， tfidf はその積となる．
文書集合 D  に存在する文書𝑑!に含まれる単語 𝑡!のスコ
ア 𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓!,! は，出現頻度 𝑡𝑓!" 及び逆出現頻頻度 𝑖𝑑𝑓! の２
つの指標を用いて，以下のように計算される．  

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓!,! = 𝑡𝑓!,! ∙ 𝑖𝑑𝑓! 

𝑡𝑓!,! =
𝑛!,!
𝑛!,!!

 

𝑖𝑑𝑓! = 𝑙𝑜𝑔
𝐷
𝑑𝑓!

+ 1, 𝑑𝑓! =  𝑑:𝑑 ∋ 𝑡!   

	 ここで，𝑛!,!はニュース記事𝑑!における単語 𝑡!の出現
回数を表す．また，D は全てのニュース記事集合を表
す．この tfidf により得られた２つのニュース記事のベ
クトル𝒂，𝒃に対して，それらの類似度を以下に示すコ
サイン相関値で計算する．  

𝑐𝑜𝑠(𝒂,𝒃) =
𝒂 ⋅ 𝒃
𝒂 𝒃 =

𝑎!𝑏!
!
!!!

𝑎!!
!
!!! ⋅ 𝑏!!

!
!!!

 

	 コサイン類似度の値が高い場合，記事の扱う事柄の

キーワードを同様に含んでいる可能性が高く，つまり

同じ事柄を扱う記事である可能性が高い．  
	 ユーザが興味を持った記事と，その他のニュースソ

ースの記事のコサイン類似度を算出し，各ニュースソ

ースで類似度の値が一番高かったものを，ユーザが興

味を持った記事とニュースソースは異なるが，同じ事

柄を扱う記事として扱う．  
 

4.2. 反応に基づく記事の特徴の抽出  
	 4.1. で得た同一の事柄を扱う記事それぞれに対し，
Twitter 上での反応を収集し，その反応を利用した特徴
ベクトルを生成する手法について述べる．  
 

4.2.1. 記事に対する反応の収集  
	 記事への反応として，Twitter 上呟かれている記事へ
のツイートを利用する．Twitter では，リプライや引用
リツイートなどのアカウントやツイートに対する反応

の手段が複数存在している．今回は３種類のツイート

を記事への反応と考え収集する．  

(a) 記事ツイートへのリプライ  

	 記事本文を取得する際に利用した各メディアの

Twitter アカウントのツイートで，対象とする記事のツ
イートへのリプライは，その記事をすでに読んだ

Twitter ユーザの反応と考えられる．  
	 Twitter API では，リプライ先のツイートに関わらな
い ， 特 定 の ア カ ウ ン ト に 対 す る リ プ ラ イ は

search/tweets の検索ワードのコマンドを指定すること
で直接取得できる．しかし，特定のツイートに対する

リプライに関しては直接取得することができない．そ

のため，今回はツイートに割り振られているステータ

スの属性を利用することで対象記事を扱うツイートへ

のリプライを取得した．  
	 ツイートのステータスは様々な属性により構成

されており，代表的なものには，そのツイートの投稿

者であるユーザ ID を表す screen_name，ユーザ名を表
す name，ツイート ID を表す id_str，アイコンを表す
profile_image_url，ツイート本文を表す text，投稿時間
を表す created_at，等が存在する．また，そのツイート
がリプライである場合に振られる，リプライ先のツイ

ートの IDを表す in_reply_to_status_id_strという属性を
利用する．具体的には，Twitter API の search/tweets で
検索ワードとパラメータを設定し，各ニュースソース

のアカウントに対するリプライを，対象記事を扱うツ

イートの投稿日時まで取得する．そのようにして得た

メディアへのリプライの in_reply_to_status_id_str が表
すリプライ先ツイート ID が対象記事を扱うツイート

の ID と一致した場合，対象記事への反応として取得

する．  

(b) 引用リツイート  

	 Twitter にはリツイートという機能があり，これは他
のユーザのツイートを自分のフォロワーのタイムライ

ン上に表示させる機能である．しかし，通常のリツイ

ートとは別に，引用リツイート機能を利用すると，ツ

イートに対する自らのコメントをそのリツイートした

いツイートに付加して投稿することができる．  
	 引用リツイートを取得するための方法として，ツイ

ートのパーマリンク (ツイートごとに割り当てられた
固定リンク )の url を利用する．パーマリンクは
https://twitter.com/{screen_name}/status/{tweet_id} と い
う形で url が構成されている．引用リツイートの本文



 

 

は自身のコメントである文と，このパーマリンクの url
によって構成されている．そのため，対象とする記事

ツイートのパーマリンクの url を Twitter API の
search/tweets の検索ワードに指定して検索することで，
記事ツイートを引用しているリツイートを取得するこ

とができる．  

(c) 記事 url 付きツイート  

	 (a)及び  (b)の反応は，メディアの対象記事のツイー
トに対するユーザの反応であるが，この記事 url 付き
ツイートはそれとは別物である．  
	 記事 url 付きツイートは，ほとんどが各ニュースソ
ースのニュースサイトの記事ページに設置されている

Twitter ボタンによって投稿されたものである．記事ペ
ージの Twitter ボタンを押すと，記事タイトル及び url
が本文に自動的に含まれている状態で表示され，ユー

ザはフォロワーに提示したい記事を url 付きのツイー
トとして投稿することができる．また，この際に，自

動的に含まれるタイトルと url だけでなく，ユーザ自
身の考えを書き込んだ上で，一つのツイートとして投

稿するユーザが多い．  
	 記事 url付きのツイートは Twitter APIの search/tweet
の検索ワードに記事 url を指定することで取得できる
ため，記事 url 付きツイートのうち，タイトル，url の
みではない，ユーザのコメントと考えられるものを含

んでいるツイートを反応として収集する．  
	 上記  (a)， (b)， (c)の３種類のツイートを反応として
収集し，記事ごとにまとめる．  
 

4.2.2. 反応に基づく特徴ベクトル生成  
	 4.1.1 で記事ごとに収集した反応とみなしたツイー
トを利用し，記事の立場を抽出する．具体的には，収

集した反応ツイート群を対象とするニュース記事ごと

に連結させて一つの文書とする．そして，その文書に

対して，形態素解析を行い，TF-IDF 法によって単語の
重み付けを行う．  
	 また，各反応ごとに対象記事中の重要単語とタイト

ルの単語の tfidf の値を 0 にする。この処理により、特
徴ベクトルを生成するときに、記事に関する重要語句

を除いた純粋な反応のみに含まれる単語を扱う。  
	 以上より，ニュース記事の反応から，そのニュース

記事の立場を表すと考える特徴ベクトルを構成する．  
 

4.3. 立場の違いの判定  
	 4.2.で生成した記事に対する反応から得た特徴ベク
トルを利用してコサイン類似度の計算を行う．この類

似度の値が高ければ，記事の立場が近く，値が低けれ

ば，記事の立場が遠いものとして考える．  
 

5. 実験  
5.1. 同じ事柄を扱うニュース記事の抽出  
	 4.2.1 で示した，同一の事柄を扱う記事の対応付けの
際に用いるコサイン類似度の閾値を 0.5 幅で変化させ，
最適な閾値を設定する．   

 
5.1.1. 実験内容  
	 対象とする事柄が異なる 10 件のニュース記事それ
ぞれに対し，それらの記事が投稿された前後６時間に

対象とするニュースソースによって投稿された全ての

ニュース記事を収集した．記事群から，人手によって

対象記事と扱う事柄が同一だと判断された記事を正解

データとした．  
	 ２つの記事の類似度はコサイン類似度を用い計算す

る．２つの記事が同じ事柄を対象としたものだと判定

する閾値 α を 0.05 刻みで設定し，この閾値を超えた
類似度の記事が正解データに存在するかをチェックし，

数から，適合率及び再現率を調べ，F 値 (評価値 ) を求
める．  
	 求めた F 値をグラフにした図が以下である．  

 

図  3  同じ事柄を扱う記事に対する評価値 F1 
	  
	 この F 値は正解データが対象とする事柄と厳密にま
ったく同じ記事とする場合の評価値である．1 日と前
後 6 時間という区切られた短い時間でも，同じ事柄に
ついて経過記事が書かれることがある．しかし，時間

の経過により情報の追加や状況の変化が述べられた記

事の場合，同じ事柄を扱っていても同一の記事でない

と考える．この厳密な意味での同一記事に対する評価

値が F１である．	  
	 しかし，この閾値で同一記事を決定した場合，5 つ
のニュースソースから記事を収集していても，比較で

きるだけの十分な記事を確保できないことがある．  
そのため，時間による情報や状況の変化を含む同一の

事柄を扱う記事も正解記事として扱った場合の F 値の
グラフを図  4 に示す．



 

 

 

図  4 同じ事柄を扱う記事に対する評価値 F2 

 
5.1.2. 考察  
	 評価値 F1 は閾値が 0.5 の時に一番高い値を，評価値
F2 は，閾値が 0.4 の時に一番高い値をとることがわか
る．今回は，記事のごとの比較を十分に行えるよう，

緩い方の基準の時の評価値 F2 を参考にして，閾値を
0.4 に設定し，同一の記事の対応付けを行った．  

 
5.2. 記事の立場の違いに対する評価  
5.2.1. 実験内容  
	 同じ事柄を扱う記事群を用意し、朝日新聞の記事を

基準とし，これに対して他のニュースソースの記事と

の相対的な立場の差を、近い、やや近い、やや遠い、

遠い、の４段階で選択し，正解データとした．  
	 今回の実験データとなる記事は、「難民申請数が約

7500 人であり、実際の認定数が 27 であった」ことに
対する、朝日新聞、産経新聞、読売新聞、NHK の 4 つ
のニュース記事である。  
	 これらの記事から、朝日新聞に対する立場の差を決

め、正解データとするものが以下の表である。  
 

表  1 難民申請、認定数に関する記事の立場  
[正解データ ] 読売  産経  NHK 
朝日  遠い  やや遠い  やや近い  

 
	 そして、今回の提案手法に基づいて得られた記事に

対する反応から特徴ベクトルを抽出市、それぞれ比較

し、コサイン類似度を求めた結果が以下の表である。

数字 (類似度、0~1)が大きいほど記事に対する反応が似
ている、つまり立場が近く、逆に小さいほど立場が遠

いことを表す。  
 
表  2 実験結果  

[実験結果 ] 読売  産経  NHK 
朝日  0.379 0.264 0.278 

 

5.2.2. 考察  
	 今回、正解データと実験結果を見比べると、一番立

場が遠いはずの読売新聞との類似度が一番高い、つま

り立場が一番近い、という結果になってしまったこと

がわかる。  
	 この理由として考えられるのは、まず、記事ごとに

取集した反応ツイートの数に違いが大きく、この反応

をまとめて作る文書の長さの差が大きくなってしまっ

た、ということである。  
	 TFIDF 法を用いて分析した場合、扱う文書の単語数
に差がある場合、単語数が多いほど、共通する特徴語

が多くなり、類似度が上がりやすく、逆は下がりやす

いため、相対的に差も出てしまう可能性が高い。  
	 また TFIDF 法による分析のさいに用いた MeCab に
よる形態素解析で、「の」「ん」などといった、不適切

な単語が混じっており、また TFIDF 値も高いことが挙
げられる。これらは形態素解析の際の MeCab の設定を
より細かくすることで取り除くか、より適切な idf 値
を計算するための文書群を用意することでおそらく回

避できると考えられる。  
	 また、LDA というトピック (ある共通の特徴に基づ
いた単語の集合 )を利用する、TFIDF とは異なる言語の
分析手法を利用することを検討している。  
 

6. まとめ  
 本論文では，インターネット上で閲覧したニュース記
事に対して，ユーザがより広い視野を得てもらうこと

を目的に，ユーザの反応を利用した立場の異なるニュ

ース記事の発見手法の提案及び考察を行った．  
	 ニュース記事には，各ニュースソースの立場が何ら

かの形で現れていると考えられるが，記事本のみに対

する自然言語処理では，立場という抽象的なものを抽

出することは困難であると考えられる．そこで，本研

究では，ニュース記事に対しての SNS(Twitter) ユーザ
の反応に注目し，反応ツイートを分析することで，各

記事の立場をモデル化した．  
	 本研究の提案システムは，「同一の事柄を扱う記事の

対応付け」，「反応に基づく記事の特徴の  
抽出」，「立場の違いの判定」の３段階によって構成さ

れる．  
	 同一の記事を扱う記事の対応付けは TF-IDF 法とい
う言語分析手法により，記事本文の特徴ベクトルを生

成し，コサイン類似度を計算することによって得られ

る．記事への反応は３種類のツイートを記事に対する

反応と定義し，Twitter API を利用して収集をおこなっ
た．また立場のモデル化に関して，３つの観点から複

数の手法によって特徴ベクトルを生成し，立場の判  
定を行い，正解データと比較することでそれぞれの手



 

 

法において精度の検証を行った．  
	 今後の課題を以下に述べる．  
	 今後，より多くの反応を収集するための方法及び，

反応数の差による影響を小さくできる方法を考えてい

きたい．  
	 反応の分析において，ツイートという短い文章の集

合に対して TFIDF 法を用いるのは不適切である可能
性が高いため，今後はトピックモデルによる文書のモ

デル化を行うことができる，LDA の利用による反応の
分析を試みる．  
	 また，反応の文章のみではなく，反応を行った SNS 
上のユーザがどのような属性を持っているのか，とい

うところに着目して，記事の立場の分析に応用すると

ともに，記事のみではなくユーザ自身の立場の判定や，

ユーザのフォロー状況がどのような状態なのかなど，

SNS を利用するユーザの中立的な目線を支援するた
めの研究への発展を考えていきたい．	  
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