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あらまし  近年，投資家のための情報支援サイトや，情報交換の場として，掲示板やブログ，コミュニティサイトなどが多
く提供されている．こうした Web 上のファイナンス系テキストデータから有用な情報を抽出するためには，内容よりも書き手
の信頼度が重要となる．本研究では，信頼度の高い書き手を抽出することを目的として，Yahoo!掲示板に寄せられた，

銘柄に関する意見が述べられた投稿テキスト，株価時系列データを用いて，投稿者の信頼度評価を行う手法を提案

する．投稿者の信頼度は，投稿者の投稿テキストから投資戦略を読み取り，投稿翌日の株価をもとに評価する．検

証実験では，特定銘柄における約1年間の投稿データから投稿者の投資戦略を抽出して，日次の収益率を用いて投

稿者の評価を行った．提案手法による評価の結果，特定の銘柄において，ベースを上回る信頼度の高い(勝ち組)投

稿者を119名抽出できた．さらに，裏切り戦略を行うという前提で，有用な負け組投稿者を210名抽出することが

できた．また，全ての投稿者の投資戦略を評価した結果，評価値平均が評価期間の平均収益率を下回っており，裏

切り戦略が株価予測の観点から，有効であることが示唆された． 
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Abstract  In this paper we propose an evaluation technique of contributors in a stock bulletin board to extract winners who 
predict correct stock strategy. In such stock bulletin boards, many contributors exist and contribute many investment strategies. 
However, some of them will be in-correct. In this paper, using recent 1-year contributed texts in Yahoo! JAPAN bulletin board, 
we propose a detection scheme to find out trustful contributors who predict investment strategy in correct. In the evaluation, 
we use contributor’s investment strategy, which is able to be detected by their written texts, and daily rate of stock return. As a 
result, 119 useful contributors who exceed the base line, called winners, are extracted. Furthermore, 210 useful contributors, 
who exceed the base line only when we take betrayal investment strategy against them, are also extracted. As the result of 
evaluating all the investment strategies of all contributors, we have found that betrayal strategy against many strategies written 
in bulletin boards, is effective in the viewpoint of excess income, because the average earning rate has been less than the 
average of stock return in the evaluation period. 
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1. はじめに  
研究の背景として，近年，相次ぐネット証券参入や，

手数料の自由化による低コスト化，証拠金制度の緩和，

株式分割，投資単位の引き下げなどによって，個人の

投資機会は大幅に増加している．株式分布状況 [1]によ

ると，2005 年度の個人株主数は前年度比 268 万人増の
3807 万人となっている．   
個人の投資機会の増加に伴って，Web 上に，投資家

のための情報支援サイトや，掲示板やブログ，コミュ

ニティサイトなどの情報交換の場が多く提供されるよ



 

 

うになっている．その中でも，Yahoo! Japan の提供す
る「Yahoo!掲示板＞株式カテゴリ」[2]には，1 日に 1000
件近い投稿が寄せられているトピックが確認されてお

り，最も活発に情報交換が行われている場所と言える．

銘柄別に設置されたトピックには，Yahoo_ID を持つ投
稿者から銘柄に関する情報や意見が投稿されているが，

銘柄とは関係のない情報 (ノイズ )も多く確認された．
そのような投稿から，有用な情報を抽出することは知

識発見の観点からも重要である．  
ファイナンス系テキストデータからの情報抽出で

は，従来研究として，新聞記事やアナリストレポート

などの形式的な文章を扱ったものが確認された． [3]
では，経済新聞の記事テキストを対象として，分類器

によるインパクト記事の自動抽出を行っている．ファ

イナンス系テキストからの有用情報抽出においては，

有用性は株価もしくは経済動向の予測精度に大きく依

存しているため，テキストの内容以前に投稿者の信頼

度の高さが求められる．本研究では，平均を上回る投

資戦略を持つ投稿者は優秀(勝ち組)であり，その投稿

は投資家にとって信頼度の高い情報であるという仮定

のもと，掲示板投稿者から勝ち組投稿者の選出を行っ

た． 

2 節では，知識発見・情報抽出における，従来研究
の問題点と，本稿で解決する点について，3 節で専門
用語について説明，４節では具体的な提案手法の流れ

と，具体的な評価方法を述べる．5 節では，4 節で述べ
た評価手法を用いた検証実験を行い，6 節では，まと
めと今後の課題について述べる．  
 

2. 関連研究  
Web掲示板からの情報抽出では，主に意見文・評価

文の抽出を行う研究がされている[4-11]．しかし，従

来手法をファイナンス系テキストデータにそのまま適

用することは有用性の観点から難しい．つまり，ファ

イナンス系テキストの場合，従来手法で意見文を抽出

しても，テキスト内容が投稿者の利害・ポジションに

大きく左右されるため，投資家にとって利用価値が低

い．本稿では，投稿者単位で評価・抽出を行うことで，

投稿者の利害を考慮する必要のない情報を抽出できる． 

ファイナンス系テキストデータに対する知識発

見・情報抽出の関連研究では，超過収益を得ることが

１つの大きなテーマになっている．四季報中の企業ア

ウトルック説明文を用いて，キーワードによるグルー

プ分け(肯定/否定/中立)された銘柄と株価収益の，関

連性を検証している研究[12]や，アナリストレポート

を対象とした，特定のキーワードに対する株価収益や，

数値データ(市場の平均予想値)との関連性を検証して

いる研究[13]がある． 

ファイナンス系テキストデータからの有用情報抽

出では，経済新聞を用いた分類器によるインパクト記

事の自動抽出を行っている研究[3] がある．[3]では，

経済新聞記事を対象として，掲載されている個々の企

業の記事の内容を解析し，インパクトのある記事を株

価変動率により選択し，特徴量を取り出して分類器を

生成している．しかし，新聞記事のように形式的でノ

イズの少ない文章から抽出する手法はそのまま掲示板

のような煩いテキストには応用できない．つまり，ノ

イズが多く特徴量が少ない掲示板の投稿テキストでは，

分類器による抽出は難しい．そこで，本稿では，テキ

ストの特徴量に依存しない，投稿者単位での有用テキ

スト抽出を行った． 

 

3. 用語定義  
リスク，収益率，空売り，シャープレシオなどの株

式関連用語について用語定義を行う．  
リスク：不確実性，本稿では，リスクを定量的に表す

ために標準偏差を用いる．  
収益率：投資収益率，投資した資本当りの利益率．  
空売り：借りてきた株券を用いて売却を行うこと．株

価の下落により収益を得ることが出来る．借入先に貸

株料を払う．  
シャープレシオ：リスクに対する収益の割合を表す指

標．リスクが低く，収益が高いほどシャープレシオは

高くなる． 

 

4. 提案手法  
「Yahoo!掲示板 > 株式カテゴリ」に寄せられた投

稿テキストと，株価時系列データを用いて，投稿者の

信頼度を評価する手法を提案する．投稿テキストは， 

投稿者名(Yahoo_ID)，投稿日，「投稿時の気持ち」（任

意），投稿内容を含み，テキストに含まれる「投稿時の

気持ち」を投資戦略に対応付けることで株価時系列デ

ータによる評価を行っている．(例：「買いたい」と投

稿した場合投資戦略を半全力買い戦略として，翌日の

株価が上がっていればプラスの評価をする) 

投稿者の評価は以下の手順で行う． 

① 投稿毎に任意で付与された，5 段階の「投稿時の
気持ち」{強く買いたい /買いたい /様子見 /売りたい
/強く売りたい}を抽出して，投資戦略を対応づけ
る．  

② 日単位かつ投稿者毎に投資戦略を対応づけ，収益

率と投資戦略から評価を集計する．  
③ 投稿者ごとに得られた収益率から，リスクに対す

るリターンの割合を示すシャープレシオを算出す

る．  
④ 一定の投稿日数を満たし，かつ，評価期間のベー

スを上回ったものを，勝ち組投稿者として抽出す

る．  



 

 

4.1 提案手法概要  
投資戦略とは，投稿時に任意で付与できる五段階の

「投稿時の気持ち」を定量化したものであり，直近約

１年分のデータが入手可能である． 

日付 xに，投稿者 iが投稿戦略 y の投稿を寄せた時
に，投稿者 iに加算される評価 ),( yxE i を(1)式によっ

て与える．評価 ),( yxEi は，投稿者の投資戦略を翌日

の株価収益率 1xR によって評価したものである．投稿

者の収益率を意味する． 

 

1),( xi RyyxE    …(1)式 

c
x

xxRx 100)1(
日始値

日始値日始値
…(2)式 

x：投稿の日付．株式市場の都合上，1日を朝九時から翌日
の朝九時とする．朝九時までの投稿は前日のものとして扱う． 

y ：本稿では，投資戦略を以下のように対応づけた．空売
り可能な貸借銘柄の場合，「強く買いたい」： 1y ，「買い

たい」： 5.0y ，「売りたい」： 5.0y ，「強く売りた

い」： 1y ，と設定した．1は全力買い，－1は全力空

売りを意味する． 

xR ：始値で買い，翌日の始値で売る収益率(%)．日付 x に
投稿があった場合，収益率は翌日の始値で買い，翌々日の始

値で売る収益率 1xR を評価に用いる． 

c：貸株料，取引手数料などの取引コスト．検証では簡単の
ため，0とする． 

 

次に，評価期間 TxT : ，評価日数 icnt ，評価累計
iE ，投稿者 iのリスク(標準偏差) )( iE ，シャープレ

シオ )( iESr を求める． 

 

22 )),()((1)( yxEEAverage
cnt

E ii
Tx i

i …(3)式 

)()( 2
ii EEV   …(4)式 

)(
)(

i

i
i EV

EESr 無リスク資産の利回り
  …(5)式 

無リスク資産の利回り：無視できる程小さいので，0とする． 

)( iEAverage ：投稿者 iの平均評価値． 
icnt ：投稿者 iの評価日数．投資戦略を対応付けた投稿者に

対して日単位で行った評価の回数． 

 

投稿者の優劣は，単純なリターンの比較だけではな

く，リスクとのバランスを考慮した上で決定する必要

があるため，シャープレシオを求めている． 

投稿の流動性を確保するため，一定以上の評価数

（銘柄によって調整）を持つ投稿者を対象に，シャー

プレシオによるベースとの比較を行う．ベースには，

一般的な投資戦略として，評価期間の平均日次収益率

である ALLと，モメンタム(順張り) 戦略((6)式)，リ

ターンリバーサル（逆張り）戦略((7)式)を用いる． 

 

順張り： 01xR  )( Tx x日に買い…(6)式 
逆張り： 01xR  )( Tx x日に買い…(7)式 
 

順張り戦略とは，前日の収益率 1xR がプラスの時に

買う戦略，逆張り戦略とは，前日の収益率 1xR がマイ

ナスの時に買う戦略である． 

 

5. 投稿者評価実験  
4節の提案手法を用いて実際に投稿者の評価を行っ

た．実用的な数の投稿者が抽出されるかどうか，また，

抽出された投稿者の成績の，株価予測可能性について

検証することを目的とする．  

5.1  実験データ  
4節で述べた評価手法を用いて，実際に投稿者の評

価実験を行った．実験では，投稿数の多い銘柄として，

ソフトバンク(9984.T1)の投稿テキストを評価対象に

用いた．評価期間：2005/10/3～2006/10/31，投稿数：

約 35万件(「投稿時の気持ち」の付与された投稿は約

75,000件) ，投稿者(Yahoo_ID)数：9,995となった． 

また，(6)，(7)式を用いて，評価期間中のベースを求

めた結果を表 1 に示す．  

表  1：ベース  

評価期間では逆張り戦略が有効であることより，ベ

ースとして逆張りのシャープレシオ 129.0baseSr を

用いる．このベースを上回る成績を上げた投稿者を信

頼できる(勝ち組)投稿者として抽出する． 

 

5.2  実験結果  
評価日数 2icnt の条件を満たす投稿者を選出し

た結果，3813名の投稿者が対象となった．対象となっ

9984.T1 ＡＬＬ  順張り  逆張り  

平均日次収益率 (%) 0.145 -0.288 0.587 

平均標準偏差 (%) 4.18 3.73 4.57 

シャープレシオ  0.0346 -0.0772 0.129 



 

 

た全ての投稿者を(1)式，(4)式により評価し，横軸に

評価日数，縦軸に投稿者毎の平均評価値 )( iEAverage
（収益率）・標準偏差 )( iE をとったプロットを図１，

図 2に示す． 
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図  1： 2icnt の平均評価値プロット図  
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図  2： 2icnt の標準偏差値プロット図  

平均評価値 )( iEAverage は投稿者の全ての投資戦

略を評価した値の平均，標準偏差 )( iE はそのばらつ

きを表している．図１，図 2より，評価日数が 10前後

を超えたところで平均評価値・標準偏差の値が安定し

ていることが分かる．評価日数を増やせば標準偏差の

信頼度が高まるが，評価対象の投稿者が少なくなって

しまうため，評価日数の下限を 10に設定して検証を行

う． 

10icnt の条件を満たす投稿者を選出した結果，

543名の投稿者が評価対象となった．対象となった全

ての投稿者を評価し，横軸に評価日数，縦軸に投稿者

毎の平均評価値 )( iEAverage （収益率）・標準偏差

)( iE ・シャープレシオ )( iESr をとったプロットを，

図 3に示す． 
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図  3： 10icnt のシャープレシオプロット図  

図 2，図 3より，標準偏差は，ALL戦略の標準偏差

値(4.18)付近に収束しているが，シャープレシオは評

価日数の増加に伴い，マイナスの値に収束しているこ

とが分かる．次に，平均評価値，標準偏差，シャープ

レシオを評価日数 icnt 毎に集計した結果を表 2に示す． 

表 2：評価結果の平均値 

評 価 日 数

下限 

平均評価値

(%) 

平 均 標 準 偏

差(%) 

シ ャ ー プ レ

シオ 

2 -0.313 2.93 -0.107 

10 -0.182 3.92 -0.0465 
50 -0.139 4.10 -0.0338 

次 に ， 129.0baseSr に 対 し て ， 10icnt , 

basei SrESr )( を満たす勝ち組投稿者を抽出した結果，

116名の投稿者を抽出した．同様に， 10icnt , 

basei SrESr )( を満たす負け組投稿者を抽出した結

果，206名の投稿者を抽出した．勝ち組，負け組別の

評価結果を表 3に示す． 

表 2,表 3より，表 3の平均評価値( 2icnt )が全体

の平均収益率を下回っているため，投稿者の投資戦略

を鵜呑みにしても中・長期的に負けてしまうことが分

かる．また，表 2より評価日数の増加に伴って平均評

価値が上がっていることから，負け組は市場(掲示板)

から徐々に退場していると考えられる．表 3の結果よ

り，実用的な数の信頼度の高い投稿者が抽出された． 



 

 

表  3： 10icnt における勝ち組と負け組の評価結果 

 

平均収

益率(%) 

平均標

準偏差(%) 

シャープ

レシオ 

該当人

数(名) 

勝ち組 1.16 3.95 0.293 116 

負け組 -1.12 3.85 -0.291 206 

全体 -0.182 3.92 -0.0465 543 

 

5.3  T 検定  
前節ではシャープレシオを用いて勝ち組と負け組

みの分類を行ったが，図 2の標準偏差は表 3の平均標

準偏差に比べ高くなっている部分が見受けられる．つ

まり，抽出された投稿者の中には，株価の急騰や急落

によって偶然，勝ち組や負け組みに分類された場合が

考えられる．本節では前節で評価・抽出した結果に加

えて，統計上有意な水準にある成績を持つ投稿者の抽

出を行った． 

5.4  T 検定による検証  
2005/10/3～2006/10/31における日次の収益率(翌

日比）と，各投稿者の複数回の投稿データをもとに導

出した投資戦略に基づく投稿日単位の収益率，上記の

2つの収益率に対して T検定を行った．対象となる投

稿者はデータ数が 10以上，つまり，投稿日数 10icnt
を満たす 543名である．検証手法は，エクセルの TTEST

関数を用いて，両側分布，等分散の 2標本を対象とす

る T検定を行った．前提として， 

 帰無仮説  H0：「母平均値の差は偶然である」  
 対立仮説  H1：「母平均値に有意な差がある」 

 有意水準  5% で両側検定を行う． 
横軸にシャープレシオ，縦軸に有意確率をとったプ

ロット図を図 4に示す． 
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図  4：投稿者毎のシャープレシオ -有意確率プロット図 

シャープレシオの絶対値の増加に伴って，有意確率

が減少傾向にあるのが分かる．しかし，統計上有意な

水準にある成績を持つ投稿者の抽出を行うためには T

検定による抽出を行う必要がある．帰無仮説  H0 を棄

却するためには有意確率5%(図4中0.05)以下でなけれ

ばならない．結果として，有意水準 95%で「母平均値

に有意な差がある」と言える成績を持つ投稿者は，勝

ち組から 7 名，負け組から 18 名抽出された． 

 

6. おわりに  
評価実験の結果，勝ち組投稿者を 119名，負け組投

稿者を 210名抽出することができた．さらに，負け組

投稿者の投資戦略に対して裏切り戦略をとることで，

有用な投稿者となるだけでなく，勝ち組の成績を上回

ることが分かった．また，T検定による統計上有意な

投稿者を検証した結果，勝ち組から 7名，負け組みか

ら 18名の投稿者が抽出された． 

表 1，表 2より，評価対象となった全ての投稿者

( 2icnt )の評価値平均は,評価期間の平均収益率を

下回り，絶対値では上回っている．よって，負け組み

の投資戦略に対しての裏切り行為が，株価予測の観点

から有効である可能性が示唆された．今後の課題とし

て，より多くの銘柄において投稿者の評価を行い，優

秀な投稿者を抽出して検証を行うことが挙げられる．

そのためには，投稿の少ない銘柄においても充分な評

価数を確保する必要がある．今後は，関連研究[2]を応

用して，「特定のキーワードをあらかじめ用意して，出

現数から投資戦略を決定する」方法等も組み合わせな

がら，既存の投資戦略の有無に依存されずに投稿者の

評価を行う手法を考えていく予定である． 
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