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マイクロブログを用いたテレビ番組のリアルタイムなランキング手法
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各テレビ番組の放送開始 30 分前からツイートの収集を開
始し，番組終了 30 分後まで収集を行う．また，さらに多
くのツイートを収集するために，収集したツイートをも
とに出現回数の多いキーワードを抽出し，キーワードを
もとにツイートを検索，収集する．収集したツイートに
関して，対象のテレビ番組についてのツイートか否かを
判断し，さらに単語感情極性対応表をもとにテレビ番組
について好評価を示しているか否かを判断する．最後に
評価結果をもとにテレビ番組のランキングを作成する．
本論文では，テレビ番組についてツイートを収集する実
験を行った結果を報告する．

Abstract
Nowadays more people are posting messages called
“tweets” about their actions and thoughts on the Twitter
micro-blog service. Since Twitter works in real time,
there are many tweets about recent events such as large
events, TV programs, and disasters. It is expected that
we can quickly get to know about such recent events
from Twitter. This is different from the usual TV
audience rating because the audience rating does not
obtain the opinions of audience. This paper proposes a
method that ranks TV programs in real time by
collecting tweets about TV programs from Twitter. The
method first collects tweets by using basic information
about a TV program. Then it creates a keyword list from
the collected tweets, and uses it to further collect
additional tweets. It uses semantic orientations of words
to evaluate whether or not the collected tweets are
positive about the TV program. Finally, it ranks TV
programs based on the evaluated tweets. This paper also
shows the results of experiments on the collect tweets
about TV programs.

2. 関連研究

1. はじめに
近年，マイクロブログ，特に Twitter で，より多くの
人々が自身の行動や考えを気軽に発信し，交流を行って
いる．また，Twitter はリアルタイム性が強く，大規模な
イベントやテレビ番組，大きな災害など特定の出来事に
ついて多くのツイートが投稿されている．このようなリ
アルタイムなツイートを用いることによって，特定の出
来事の話題性や内容をいち早く察知できると考えられる．
特に多くのツイートがリアルタイムに投稿され，共有
されている出来事としてテレビ番組がある．テレビ番組
の一般的な指標として視聴率があるが，視聴率には視聴
者の意見はなく，情報社会の現代における指標としては
弱い．対象となるテレビ番組に関するツイートを利用す
れば，視聴率よりも実際の視聴者の意見に近い新たな指
標を実現出来る可能性がある．
本論文では Twitter から各テレビ番組に関するツイート
を収集し独自のランキングを行う手法を提案する．本手
法は最初に特定のジャンルのテレビ番組の情報をテレビ
番組のウェブサイトから取得し，その情報をもとにツイ
ートを検索，収集する．リアルタイム性を重視するため，
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山本ら [1]はハッシュタグやツイートから作成したキー
ワード群を用いて対象のテレビ番組についてのツイート
をリアルタイムに収集している．しかし，ジャンルごと
に１つの番組のみの実験しか行っておらず，同一ジャン
ル内での比較やツイート内容についての考察はなされて
いない．
汎用連想検索エンジン GETA [2]は連想検索や文書の分
類，単語間の類似度計算などの大規模文書の分析を行う．
実用例として、文部科学省国立情報科学研究所が提供す
る Webcat Plus [3]という Web サイトがある。Webcat Plus
では文章から図書を連想し検索するシステムである。汎
用連検索エンジン GETA は文章の形態素解析を行い、単
語ごとの tf-idf による重み付けにより連想検索を行って
いる。

3. 準備
3.1. tf-idf
本論文の提案手法では，文書の単語ごとの重み付けに
tf‐ idf [4]を使用している．tf (term frequency)は文書内の単
語の出現頻度を表し，idf (inverse document frequency)は各
文書で単語がどのくらい共通しているかを表すものであ
る．単語数をt，文書数をd，出現回数をn，総文書数をN
とし，単語tが出現する文書の出現回数をdf(t)とするとき，
tf，idfは以下のように求められる．
tf(t, d) =

𝑛𝑡,𝑑
∑𝑠∈𝑑 𝑛𝑠,𝑑

idf(t) = log

𝑁
+1
𝑑𝑓(𝑡)
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tf‐ idfはtf(t, d)とidf(t)の積である．これによりすべての
単語に対して文書における重要度を数値的に示すことが
できる．

そこで形態素解析を行ったあとに，以下の手順により
キーワードを作成する．最初に各単語の出現回数をカウ
ントする．出現回数の多い単語はキーワードの一部であ
る可能性が高い．出現回数の多い単語を中心に前後の単
語を検索していく．初めに中心の単語とその前の単語を
連結しキーワード候補とする．生成されたキーワード候
補の出現回数をカウントし一定以上の出現回数ならばキ
ーワードとする．次に中心の単語の 2 つ前の単語をキー
ワード候補に連結し新たにキーワード候補とする．キー
ワード候補の出現回数が一定未満となった場合，中心の
単語の後ろを順に検索し，連結することでキーワード候
補の幅を拡張する．
キーワード候補の出現回数が一定未満となったらキー
ワードとして探索を終了する．

3.2. コサイン類似度
本論文の提案手法では 2 文書間の類似度を測定するた
めにコサイン類似度 [5]を使用する．コサイン類似度は 2
つのベクトルの類似度を表すために使用される．2 つの
文書の特徴をそれぞれベクトルx，yで表すとき，コサイ
ン類似度は以下のように求められる．
cos(𝑥, 𝑦) =

∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖
√∑ 𝑥𝑖2 𝑦𝑖2

4.3.3. キーワードによるツイートの収集

コサイン類似度の値が 1 に近いほど 2 つの文書の類似
度は高く，0 に近いほど類似度は低い．

4. 提案手法
4.1. 提案手法の概要
提案手法は以下の 4 つの工程からなる．
1.
初めにテレビ番組に関する情報を集め保存する．
2.
次に集めたテレビ番組の情報をもとに対象のテ
レビ番組に関するツイートを取得する．
3.
集めたツイートをもとに感情の分析を行い，点
数化する．
4.
最後に総合的な点数によりテレビ番組のランキ
ングを作成する．

4.2. 番組情報の収集
最初にテレビ番組に関する情報を収集する．テレビ番
組の情報はテレビ番組情報サイトから収集する．テレビ
番組情報サイトから RSS 形式でウェブページのソースコ
ードを取得し，正規表現を用いて番組情報を取得してテ
キストファイルに保存する．

作成したキーワードを使用して，さらに多くのツイー
トを収集する．ただし，キーワードを使用して収集した
ツイートは，本当に対象のテレビ番組に関するツイート
なのかという点において，テレビ番組名を使用して収集
したツイートよりも正確性が低い．このため，ツイート
と番組情報の類似度を用いる．最初に収集した番組情報
には番組の出演者やキャラクター名，番組の内容などが
記載されているため，対象の番組に関するツイートなら
ばツイートと番組情報の類似度は高いと考えられる．提
案手法ではコサイン類似度を使用して計算する．コサイ
ン類似度の計算には，単語の tf-idf からなるベクトルを
使用する．ツイートと収集した一週間分の番組情報との
コサイン類似度を計算する。ツイートと対象のテレビ番
組とのコサイン類似度が高ければ，そのツイートは対象
のテレビ番組についてのツイートと判断する．

4.4. ツイートの評価
4.4.1. 単語感情極性対応表の拡張
ツイートから対象のテレビ番組に関する評価を得るた
め，単語感情極性対応表 [6]をもとにツイートの評価を行
う．しかし，通常の単語感情極性対応表は一般的な文章
においてはその評価を十分に発揮するものの，口語表現
や Twitter などのネット特有の表現にはあまり対応できて
いない．そこで単語感情極性対応表にない動詞，形容詞，
副詞を，収集したツイートから取り出し，出現回数が一
定以上の単語に関して点数を付け，単語感情極性対応表
に追加する．これにより単語感情極性対応表を拡張する．

4.3. ツイートの収集
本研究の提案手法では，ツイートの収集を 2 段階に分
けて行う．

4.3.1. 番組タイトルによるツイートの収集
最初に番組情報をもとにツイートを検索し収集する．
初めに対象とするテレビ番組名でツイートを検索する．
番組名で検索されたツイートは，対象のテレビ番組につ
いてのツイートである可能性が極めて高い．

4.4.2. ツイートの感情極性値の算出
拡張した単語感情極性対応表をもとにツイートの感情
極性値を算出する．ツイート内に単語感情極性対応表に
存在する単語がある場合，単語感情極性対応表の点数を
ツイートの感情極性値として加算していく．

4.3.2. キーワードの作成
さらに多くのツイートを取得するために，対象のテレ
ビ番組名から取得したツイートからキーワードを抽出す
る．テレビ番組に関するツイートには，出演している有
名人やキャラクターなどが含まれている可能性が高いた
め，それらのキーワードを抽出する．
一般に文書から単語を得る手段として形態素解析があ
る．しかし形態素解析だけでは理想的なキーワードは得
られない．例えばキーワードの候補として出演者の名前
が挙げられるが，日本人の名前を形態素解析するとほと
んどの場合，苗字と名前が別々の単語とされてしまう．

4.5. ランキングの作成
テレビ番組の評価点をツイートの感情極性値の総和と
して求め，テレビ番組の評価点の高い順にランキングを
作成する．ランキングは任意の 1 週間について作成する．
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4.6. 結果提示インタフェース

5.4. ランキングの作成

テレビ番組のランキング結果と各番組について収集し
たツイートをインタフェースによって提示する．ランキ
ング結果は，指定された任意の 1 週間について提示する．
ユーザがランキングの中の番組名をクリックすると，対
象の番組について収集したツイートが表示される．

ランキングは指定した日付から 1 週間分を作成する．
ジャンルはドラマとアニメを対象とする．ランキング作
成後の各テレビ番組の評価点は少数第 2 位で四捨五入を
行い見やすくする。

5. 実装

結果提示インタフェースは，ドラマとアニメの各ジャ
ンル別にランキングを提示し，番組ごとに収集したツイ
ートを表示する．作成には Java の Swing を使用した．ラ
ンキングを提示する期間は， JComboBox で年，月，日付
を指定する．指 定された日付から 1 週間 前の日付を
JComboBox の右隣に JLabel で表示する．ランキング結果
の出力には JList を使用し，クリックで選択された箇所を
視覚的にも分かりやすくしている．また，JList へランキ
ングの結果を出力する際に，順位と単語感情極性対応表
により算出された評価点を同時に出力している．ランキ
ングの JList 内の番組タイトルをクリックすると，クリッ
クしたテレビ番組について収集したツイートを表示する．
ツイートデータの表示には JTextArea を使用する．ラン
キング結果の表示に使用した JList とツイートデータの表
示に使用した JTextArea にはそれぞれ JScrollPane を適用
させ上下左右にスクロールさせることができる．

5.1. 番組情報の収集
本研究ではプログラムの実装に Java 言語を使用した．
テレビ番組の情報は「G-GUIDE テレビ王国」 [7]より
取得した．RSS 形式で取得したウェブページのソースか
ら正規表現を用いて必要な文字列を取り出す．番組名，
番組の詳細，番組の放送日時，番組のジャンルを取り出
し，CSV 形式でテキストファイルに書き出す．番組のジ
ャンルはドラマとアニメーションに限定している．番組
情報はそれぞれ 1 週間分取得する．取得したての番組名
には「[字]」や「木曜ドラマ劇場」などのツイート検索
をする際に邪魔になる文字列が含まれているため，正規
表現を用いてなるべく番組名を正確に取得している．

5.2. ツイートの収集
Twitter からツイートを収集するために，Twitter API の
Java 用ライブラリ Twitter4J [8]を使用した．テレビ番組
の情報から番組の放送日時を取得する．テレビ番組の放
送時間の 30 分前からツイートの収集が自動的に開始され，
番組放送終了 30 分後にツイート収集が終了する．収集し
たツイートの形態素解析には，形態素解析器 kuromoji [9]
を使用した．

5.5. 結果提示インタフェース

6. 実験
2014 年 12 月からツイートの収集を開始し，ランキン
グ作成の実験を行った．実験の結果を以下の図 2 に示す．

5.3. ツイートの評価
収集したツイートの評価のために感情極性対応表を使
用する．感情極性対応表は単語ごとにポジティブかネガ
ティブかを点数で段階的に示したものである．最高点が
3 で最低点が－3 である．収集したツイート全てに形態素
解析を行い動詞，形容詞，副詞に着目する．着目した単
語が単語感情極性対応表にない動詞，形容詞，副詞であ
れば保存する．保存した各単語についてテレビ番組への
ツイートとしてポジティブ・ネガティブを判断できる単
語である場合，人手により点数を付け単語感情極性対応
表に追加する．単語感情極性対応表の一部を図 1 に示す．

図 2：実験結果
図 1：単語感情極性対応表
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これは 2014 年 12 月 12 日から 2014 年 12 月 19 日の間
の各テレビ番組について収集したツイートからランキン
グを作成したものである．基本的にドラマとアニメは毎
週の放送なので，指定した 1 週間のドラマとアニメのラ
ンキング結果が出力される．また，図 2 の上側はドラマ
部門１位の「信長協奏曲」を選択しているため，右のテ
キストエリアには「信長協奏曲」について収集したツイ
ートがすべて出力されている．一方，図 2 の下側はアニ
メ部門 7 位の「ワンピース」を選択しているため，右の
テキストエリアには「ワンピース」について収集したツ
イートがすべて出力されている．
また，特定の番組について多くツイートされている時
間帯を調べるため番組放送の前後 12 時間と番組放送の 1
時間の計 25 時間について番組についてのツイート数を集
計する実験を行った．実験結果を以下の図 3 に示す．

2 つ目の要因は感情分析の不十分さである．単語感情
極性対応表を拡張し充実を図ったが，不十分な点がみら
れた．例えば「なくはない」という表現は形態素解析後
には「ない」が 2 つ存在し，ツイートの投稿者は良い意
味で投稿したにもかかわらず，悪い意味となってしまう
場合がある．口語表現やネット特有の表現などをさらに
対応させる必要がある．
3 つ目の要因は Twitter 利用者の年齢層である．今期の
ドラマで最も視聴率が良かった番組は，対象年齢層が
Twitter 利用年齢層よりも高い傾向があった．また，提案
手法で作成したランキングで上位に入った番組は若者を
対象とした番組が多い傾向があった．テレビの視聴者全
てがインターネットや Twitter などを利用しているわけで
はない点を考慮しなければならない．

8. おわりに
本研究では，マイクロブログ，特に Twitter を使用して，
ツイートを収集，分析し，独自のテレビ番組のランキン
グを作成した．ツイートの収集の工夫，感情分析の充実，
対象とするテレビ番組の年齢層の考慮などが今後の解決
すべき課題である．
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