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概要 

本研究は自然言語処理により，新聞記事に対する読

み手の感情と重要性を自動推定するシステムを構築し

た。はじめにニュース記事の重要性ならびに感情指標

に関し，各々2000 記事，40000 記事からなるオリジナ

ルのデータセットを構築した。続いて深層ニューラル

ネットワークの先端モデルの一種である BERT をベー

スに，記事に対する各心理指標の分類課題を行った結

果，感情指標に関わる推定精度は低くとどまったもの

の，重要性推定の精度は 65％とおおよそに実用可能な

水準に達することが確認された。 
 
キーワード：深層学習，感情解析，自然言語処理，新聞
記事，重要性 

 

1. はじめに 

感情優先説あるいは感情情報説（affect-as-information 

hypothesis）を挙げるまでもなく，感情は潜在的・非意

識的に生じたものであっても認知に影響しうる[1, 2]。

それは市場において生じたリスクとで同様であり，意

思決定へと一定の影響が及ぶ[3]。従来，市場の変動のリ

スクをヘッジする手法が，金融工学，情報学等の基礎研

究分野において，株価等の時系列予測モデル等におい

て開発されてきた[4, 5, 6, 7]。近年は投資家の心理に着

眼し，SNSへの投稿内容の感情分析（sentiment analysis）

によりマーケティング，製品レビューに関わる基礎・応

用研究が展開していることを受け，ツイッター上の発

言内容を金融市場の流動性の予測に活かそうとする試

みも複数報じられている[8, 9, 10]。例えばBollenら（2010）

は，900万件程度のツイートを収集し，主にはOpenfinder

や GPOMS（Google-Profile of Mood States）を基に判定

したツイートの感情極性値等とダウ工業平均株価と時

系列変化の関連について検討した結果，特に数日後の

株価の下落幅の予測精度が 80％程度に及ぶことを報告

した。ただし，ここでの予測モデルの検証期間が 2008

年12月上旬にかぎられているなどの方法論上の限界点

に留意したうえで結果を解釈する必要がある。その後，

2 万 3 千件程度のツイートを収集し，米国 S＆P500 イ

ンデックスとの関連を検討した研究[9]により，ツイー

トの自然言語処理による感情分析の結果が「流動性（売

値買値等から算出される金融指標）」に及ぼす影響はご

くわずかにとどまることが報告された。これらの知見

に見るように，現時点での感情分析の対象は，ツイート

のような比較的短文かつそこに責任や正確性のもとめ

られない個人主体の発言であったり，あるいは一定の

予測精度を確立したとしても，予測困難とされる Black 

Swan と呼ばれるような事態で生じる膨大な損失をヘ

ッジするような，迅速な対応を可能とする技術には至

っていない。さらには英語と日本語との言語構造の相

違をふまえ，こうした日本語を対象とした検討を行う

必要もある。国内においては，日本語評価極性辞書（名

詞編・用言編）[11, 12]を用いたツイートの極性判定が行

われている[13]。ここでは経済関連の新聞から抽出した

特徴語を基に，経済関連のツイートを発信しているユ

ーザを抽出したうえで，そのツイートの極性判定の結

果を素性とすることにより，ユーザを無作為に抽出す

る条件と比較しての株価の崩落予測精度が向上するこ

とが示されている。こうした動向を背景に，本研究は市

場のボラタリティに反映される個人や集団の心理の源

泉は新聞記事にあるものと仮説し，国内最先端の自然

言語処理を駆使することにより，新聞記事のテキスト

を精確に捉え，過去にない変動をも迅速に予測へと反
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映させる高精度の自動システムを開発する。その手始

めとして，本研究は，新聞記事の重要性や記事に内包さ

れる感情価（恐れ，不安，喜び等）を自動的に推定する

システムを構築することを目的とした。 

新聞記事データセット 

新聞記事の重要性とセンチメントの各々の評定を行

った。はじめに重要性としてトレーダー2 名（ファンド

マネージャ等，投資経験 20 年以上）が付与した「新聞

記事重要性データセット」を構築した。このデータセッ

トは，各記事に対して 5 段階(A〜E; A が最重要)の重要

性を付与したもので，約 2,000 記事からなるデータセッ

トである。新聞記事重要性データセットに収録された

記事の例を表 1 の第 1 カラムに，それに対する重要性

を第 2 カラムに示す。 

続いてセンチメントとして，クラウドにおいて210名

の参加者が 100 セットの記事（1 セット 10 記事）に対

して心理評定を付与した「新聞記事センチメントデー

タセット」を構築した。このデータセットは，各記事に

対する 5 名の評定者による「恐れ」「不安」「喜び」「経

済への期待」等から成る 7 つの項目についての平均値

を付与したもので，約 40,000 記事からなるデータセッ

トである。新聞記事センチメントデータセットに収録

された記事の例を表 および表 の第 1 カラムに，それ

に対する「恐れ」「経済への期待」の値を第 2 カラムに

示す。 

 

2. 方法 

新聞記事の重要性推定に関しては，新聞記事 1 件を

入力とし，これに対して重要かどうかの 2 値分類を行

う分類器を構築する。この分類器は文脈言語モデル

BERT[14]をベースに作成する。BERT は深層ニューラル

ネットワークの一種である事前学習付き自己注意機構

モデルであり，大規模コーパスを用いた事前学習と対

象のタスクにおける fine-tuning の 2 段階からなる。重

要性分類のタスクにおいては，日本語Wikipedia 全文で

事前学習されたモデルを基に，重要性分類タスクにお

いて fine-tuning する。この分類は，BERT の[CLS]トー

クンに対応する出力ベクトルを重要・非重要の 2 次元

ベクトルに変換し，softmax 関数を用いることによって，

記事が重要・非重要であるスコアを 0〜1 で出力する。

訓練は交差エントロピー誤差を用いて行い，テストは

重要・非重要のスコアが高い方のラベルを出力する。 

新聞記事の感情指標推定に関しては，重要性推定モ

デルとほぼ同じであるが，出力は各感情指標の実数値

表 1 新聞記事データセットにおける記事，重要性，重要性推定結果の例 

記事 重要性 推定 

１２日に迫る英総選挙では，ボリス・ジョンソン首相（５５）率いる与党・保守党が過半

数を獲得し，来年１月末までの欧州連合（ＥＵ）離脱を実現できるかどうかが焦点となる 

B ✓ 

＊ワシントン＝永沢毅＊ポンペオ米国務長官は１１日，台湾総統選の蔡英文（ツァイ・イ

ンウェン）氏の再選を受けて声明を出し「強固な民主主義制度の力強さを再び示した。… 

C ✓ 

バドミントン混合ダブルスで２０１６年リオデジャネイロ五輪８強の栗原文音（３０）＝

日本ユニシス＝が今季限りで現役を引退することが２１日，分かった。来年４月から同… 

E  

アニメ「となりのトトロ」に出てくる「小トトロ」がちょこんとのったキノコ。ブナの木

でできた赤や黄色のかさ部分を回すと，アニメで使われた曲「となりのトトロ」や「さ… 

D  

みずほ銀行と三井住友銀行は，２０２０年から一括民営化を始める北海道内７空港を運営

する企業連合への３６００億円強の協調融資をまとめた。計４６の金融機関が参加し，… 

C  

松竹の２０１９年３〜１１月期の連結営業利益は，前年同期に比べて約４割増の４０億円

前後だったようだ。映画の話題作が多数公開され，子会社で運営する「ＭＯＶＩＸ」な… 

C  

＊ＮＱＮロンドン＊６日のロンドン外国為替市場で円相場は小幅続伸した。英国時間１６

時時点では，前日の同時点と比べて１０銭円高・ドル安の１ドル＝１０８円６０〜７０… 

D ✓ 

函館税関が２３日発表した２０１９年の北海道外国貿易概況（速報）は，輸出総額が３１

２１億９００万円と前年比２１％減少した。ＪＸＴＧエネルギーが室蘭市で生産を休止… 

D ✓ 
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とする。そのため，BERT の[CLS]トークンに対応する

出力ベクトルを 1 つの実数値に変換し，これを感情指

標のスコアとして出力する。訓練は平均二乗誤差を用

いて行う。 

3. 結果と考察 

重要性推定については，新聞記事重要性データセッ

トを用いて実験を行った。重要・非重要のラベルとして

は，重要性 A〜C を重要，D, E を非重要とした。感情

指標推定に関しては，新聞記事センチメントデータセ

                                                   
1 https://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/?ku_bert_japanese 

ットを用い，感情指標としては「恐怖」と「経済への期

待」の 2 つについて推定を行った。 

2 つのデータともに訓練:開発:テスト=8:1:1 に分割し，

訓練データで訓練，テストデータで評価を行った。評価

尺度としては，重要性推定は重要・非重要の精度，感情

指標推定は Pearson 相関係数および Spearman 順位相関

係数を用いた。BERT の事前学習モデルとしては，

「BERT 日本語 Pretrained モデル」1を用い，入力の記事

は形態素解析器 Juman++2で単語分割を行った。 

重要性推定の精度は 65%であった。表 1 の記事に対

2 https://github.com/ku-nlp/jumanpp 

表 3 新聞記事センチメントデータセットにおける記事，「経済への期待」の値(正解)，推定値の例 

記事 正解 推定 

菅義偉首相が１０月２６日の所信表明演説で「２０５０年カーボンニュートラル，脱

炭素社会の実現を目指す」と宣言した。昨年１２月に就任した欧州連合（ＥＵ）の… 

3.8 2.8 

群馬大学発のベンチャー企業「グッドアイ」（群馬県桐生市）と銅箔（どうはく）糸メーカ

ーの「明清産業」（前橋市）が，付着したウイルスの不活性化を早める銅繊維シートを開… 

3.6 2.8 

今年で創業１００周年を迎えた建設会社のヤマウラ。２つのアルプスに囲まれた長野県駒

ケ根市に本社を置き，県全域で営業する。鉄鋼会社としてスタートしながら，研究熱心… 

3.0 2.5 

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１５日，再び緊急の金融緩和を決めた。新型コロナウイル

スによる経済の混乱を抑えるのが狙いだが，１６日早朝の外国為替市場では円買い圧力… 

2.6 2.3 

ＪＲ四国の経営が厳しさを増している。２０２１年３月期は１２億円の経常赤字を見込

み，黒字化を掲げた中期経営計画との乖離（かいり）を問題視した国土交通省から３月… 

2.2 2.4 

モデルの蛯原友里が９日，自身のインスタグラムを更新。自宅で過ごす様子を紹介してい

る。蛯原は「おうち時間をご紹介するシリーズ，第２弾がアップされました！」と報告… 

1.6 1.9 

 

 

表 2 新聞記事センチメントデータセットにおける記事，「恐れ」の値(正解)，推定値の例 

記事 正解 推定 

ＮＱＮロンドン，５日のロンドン外国為替市場で英ポンドは対ドルで大幅反発した。

英国時間１６時の時点で，前日の同時点と比べて００１２０ドルのポンド高… 

3.4 2.6 

バンコク＝村松洋兵，タイ政府は電気自動車（ＥＶ）関連の新しい投資優遇策を発表し

た。新規に完成車の生産を始める場合，その事業で生じる法人税の支払いを最長で… 

3.2 2.3 

在日米大使館はウェブサイトに掲載した３日付の通知で，日本国内での新型コロナウイ

ルスの感染者数増加を受け，無期限に海外に滞在するつもりがない限り，日本に… 

3.0 2.4 

８日，国内で新型コロナウイルスへの感染が確認された人が，５１４人となり，一日に

感染が確認された人数が初めて５００人を超えました。これまで最も多かったのは… 

2.4 2.0 

トランプ米大統領は７日，新型コロナウイルス感染拡大を巡り，世界保健機関（ＷＨＯ）

が「中国中心主義」で，世界に不適切な提言を行っていると批判した。… 

2.0 2.1 

医療費が大きく減っている。４〜７月の医療費の総額は前年同期と比べ１兆円規模で減

少した。新型コロナウイルス感染症に伴う患者の受診控えや病院の診療体制の縮… 

1.6 1.9 
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する重要性推定結果を第 3 カラムに示す。表において

チェック記号が重要と推定された記事を示す。最初の 4

記事が正答した例で，残りの 4 記事が誤答した例であ

る。この実験では，重要性 A〜C を重要，D, E を非重

要とした 2 値分類を行ったため，重要性 C およびD の

記事について誤答が多かった。重要性推定を改良する

ためには，どの重要性までを重要とみなすか，また境界

の重要性の記事を訓練に使用しないことなどを検討す

る必要がある。 

感情指標推定について，「恐怖」は Pearson 相関係数

が 0.213，Spearman 順位相関係数が 0.186，「経済への期

待」は Pearson 相関係数が 0.165，Spearman 順位相関係

数が 0.175 であった。表 2 および表 3 の記事に対する

「恐怖」および「経済への期待」の推定値をそれぞれの

表の第 3 カラムに示す。両方の指標ともに正解の値と

推定値は一定の誤差の範囲に収まっていることが多い

ことがわかる。しかし，推定値は極端な値をとることが

少なく，平均値の周辺の値をとることが多かった。この

原因としては，テキストのみでは感情指標を推定する

手がかりが十分ではないことが考えられる。今後，複数

の感情指標を同時に考慮すること，あるいはその精度

が従来の機械学習モデルによるものと比較してどの程

度にまで高精度であると言えるのかなどを検討する必

要がある。 

４． まとめと展望 

最先端の深層ニューラルネットワークの一種である

文脈言語モデル BERT から得られた記事の重要性の推

定精度（65％）は，実用に耐えるだろうチャンスレベル

を上回るものであった。また金融市場の予測という観

点においては，その重要性の高い記事のみを自動抽出

しこれを集約するという本研究で行った方法論自体が

市場の予測に資するものといえるが，加えて重要性な

らびに感情指標を独立変数としたマルチタスクの実施

により，市場の動向を高精度に推定するシステムの構

築へと結びつくことも想定される。 

今後はそうした工学的研究を展開しつつ，それとリ

ンクして感情と重要性の関係性を新たに紐解くことも

欠かせない。本研究においてはその目的上，重要性と感

情指標の各々について異なる評定者群に付与をもとめ

たが，今後は参加者内要因計画をデザインし, それらの

関連性を解析することが求められる。もとより認知的

判断に影響する感情やムード[15, 16]は新聞記事の重要

性判断に対していかなる影響を及ぼすのか。そこには

いかなるプロセスが介在し，それは記事の扱うトピッ

クに応じてどのように異なるのだろうか。今後はこう

した問いと実験を積み重ねる中で新たな認知モデルを

構築することが期待されよう。 
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