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複数ニュースサイトの差異情報可視化手法の提案

濱砂 佳貴† 河合　由起子† 熊本 忠彦†† 田中 克己†††

† 京都産業大学 〒 603-8047 京都府京都市北区上賀茂本山
†† 千葉工業大学 〒 275-0016 千葉県習志野市津田沼 2-17-1

††† 京都大学大学院情報学研究科 〒 606-8501 京都市左京区吉田本町
E-mail: †{g438096,kawai}@cc.kyoto-su.ac.jp, ††kumamoto@net.it-chiba.ac.jp,

†††tanaka@dl.kuis.kyoto-u.ac.jp

あらまし 本研究では， 任意のトピックに対して各ニュース記事がどういった観点で書かれているかを抽出し， 各

ニュースサイト毎に集計・分析して日本地図上にマッピングすることで，各ニュースサイトごとの観点の相違を直感

的に把握できるシステムの構築を目指す．具体的には，まず，各記事から tf・idf 値を基に特徴語を求めるとともにと

その記事に対する 4つのセンチメント値（明るい⇔暗い， 承認⇔拒否，緩和⇔緊張， 怒り⇔恐れ）を抽出する．次

に，ユーザがキーワード検索を行うと，検索したキーワードの tf・idf 値が高いページ (記事)群から抽出したセンチ

メント値を各ニュースサイトごとに集計し，平均値を算出する．最後に各センチメントの平均値を用いて棒グラフを

生成し，ニュースサイトの所在地に合わせて，地図上にマッピングする．このセンチメントマップより，キーワード

に対する各ニュースサイトごとの観点の相違を一元的に把握できる．本論文では，複数ニュースサイトの差異情報可

視化手法の提案と，構築したセンチメントマップの評価実験結果について，検証する．
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Abstract We propose a visualization method which presents distinction in tones among multiple news sites on the

Web．This method uses a sentiment map to take a view of the website distinction．Tones of websites are extracted

as average sentiments of the news articles which were written concerning a topic in each website．The sentiments

of news articles are represented by four values calculated in four sentiment scales; “Bright ⇔ Dark，” “Acceptance

⇔ Rejection，” “Relaxation ⇔ Strain，” and “Anger ⇔ Fear，” and the sentiment values of news articles are

calculated using the sentiment dictionary which was constructed by our previously proposed method in advance．

If a user entered one or more topic keywords， our proposed system extracts the news articles which include the

keywords from each of predetermined news sites， and calculates sentiment values of the news articles and their

average value in each sentiment．The system then generates a bar graph from the four average values in each news

site and attaches all the bar graphs on the map of Japan using the Google Map API．We call the map “Sentiment

Map” in this paper．The sentiment maps help users to intuitively and efficiently understand distinction in tones

among multiple websites concerning a given topic．In this paper，we describe how to create a sentiment map， and

evaluate our proposed system through several experiments．
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1. は じ め に

これまでニュース記事を閲覧する機会は，テレビや新聞，ラ

ジオなどのマスメディアからが一般的であった．しかし，近年

のWebの普及により，自宅だけでなく会社や移動中に各新聞

社のWebサイトの記事を閲覧する機会が増えており，各ニュー

スサイトにおける効果的な情報提示の重要性が増しつつある．

これに伴い，Webの大量のニュースやブログの記事をユーザに

効果的に提供するための情報検索や推薦，統合技術に関する研

究が活発に行われている [1]～[3]．これまで我々は，MPV [4]・

MPV Plus [5]を開発してきた．MPVは，ユーザの閲覧履歴か

らユーザの興味のあるキーワード（興味語）を抽出し，その興

味語となるキーワードを基に記事を分類した後，興味語との関

連度が高い記事を優先的に推薦する．MPV Plusは，興味語と

の関連度だけでなく，各記事のセンチメントとユーザの望むセ

ンチメントとの類似度に基づいて記事をランキングし，推薦す

ることができる．

これにより，ユーザは自身の興味のある記事に容易にアクセ

スできる．例えば，興味語が「イラク」の場合，各ニュースサ

イトのイラクの記事が自動分類され，さらに，システムがこの

ユーザが「イラクの明るい話題」に興味があると判断した場合，

ユーザは暗い話題より，明るい話題の記事を優先的に閲覧でき

る．しかし，興味やセンチメントといった個々のユーザの観点

に合わせた情報推薦ができる一方で，同一の話題が各サイトで

はどういった観点で書かれているかをユーザは明確にとらえる

ことができない．例えば，プロ野球における巨人・阪神戦の試

合結果は，関東圏の新聞と関西圏の新聞では異なった立場（勝

者の立場／敗者の立場）から報じられるし，米国政府関連の記

事は，親米か反米かによって論調が異なる．そこで，本研究で

は，このようなニュースサイト間の違いをセンチメントの違い

として可視化する手法を提案する．

これまでにも，各記事の差異情報を抽出し可視化する研究が

広く行われている．記事の書き方から，書き手の年齢情報を提

示する手法 [6]やリンク情報を基に支持度を抽出し可視化する

手法 [2], [7]等があげられる．しかしながら，ニュースサイトご

との観点の差異までをユーザに提示することは困難である．

そこで，本研究では，ニュース記事を対象に書き手のセンチ

メントを抽出し，同一話題に関して抽出したセンチメントを各

サイトごとに分析することで，各ニュースサイト（新聞社）の

観点の差異を情報提示できる手法を提案する．具体的には，各

記事から tf・idf 値を基に特徴語を抽出する．同時に，これま

で開発してきたセンチメント辞書を基に各記事に対する 4つの

センチメント値（明るい⇔暗い，承認⇔拒否，緩和⇔緊張，怒

り⇔恐れ）を抽出する．次にユーザが任意のキーワードを入力

すると，各サイトごとにそのキーワードを含む記事を検索し，

キーワードの tf・idf 値が高い上位 5件を選別する．次にこれ

ら上位 10件の記事のセンチメント値を各センチメントごとに

求め，その平均値から棒グラフを生成する．最後に，各ニュー

スサイトの所在地に合わせて棒グラフを地図上にマッピング

し，ユーザへ提示する．これにより，例えば，任意の球団に関
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してその球団の本拠地とそれ以外の地域のニュースサイトの記

者がどういったセンチメントを発信しているかを一元的に解釈

できる．

以下，本稿では，複数ニュースサイトの差異情報可視化手法

の提案と，構築したセンチメントマップに関して検討する．2

章では本システムの概要を述べ，3章ではセンチメント情報の

抽出手法と統計情報の算出ならびにグラフ化手法について述べ

る．4章では，構築したセンチメントマップに関する実験結果を

検討する．5章で関連研究について述べ，最後にまとめとする．

2. システムの概要

提案システムは，ニュース記事のセンチメントを抽出するこ

とで，特定の話題に対するセンチメントを各サイトごとに分析

し，各ニュースサイトの観点の差異情報を提示する図 1に提案

システムの概要を示す．まず，システムは，事前処理（オフラ

イン処理）として，各ニュースサイトから最新の記事を収集し，

形態素解析した後，それぞれの記事において全単語（品詞「記

号」と「助詞」の除く）の tf・idf 値を算出する．また，これ

までに我々が開発してきたセンチメント辞書を用いて各記事に

対する 4つのセンチメント値（明るい⇔暗い，承認⇔拒否，緩

和⇔緊張，怒り⇔恐れ）を抽出する．これらの情報が記事とと

もにニュース記事 DB に格納される．一方，ユーザが任意の

キーワードを入力したら，システムは，そのキーワードを含む

記事を各ニュースサイトごと検索し，その中からキーワードに

対する tf・idf 値が高いものを 10 件選択する．そして，この

10件の記事のセンチメント値を抽出し，各センチメントにおけ

る平均値から棒グラフを生成する．最後に，各ニュースサイト

の所在地に合わせて，各棒グラフを日本地図上にマッピングし，

ユーザへ提示する．

3. システム設計

本章では，収集した記事に対する検索手法とそのセンチメン

ト値の抽出法ならびに各サイトごとのセンチメント情報算出法

について詳細を述べる．

3. 1 検索キーワードに基づく記事検索

提案システムは，ユーザからキーワードを受信すると，各サ



表 1 センチメント辞書のエントリー例

見出し語 尺度 1 尺度 2 尺度 3 尺度 4

蘇生（サ変名詞） 0.91 0.521 0.429 0.000

0.464 0.582 0.732 0.328

出国（サ変名詞） 0.596 0.209 0.762 0.201

0.975 1.049 1.065 0.701

死亡（サ変名詞） 0.28 0.358 0.260 0.364

1.132 1.272 1.306 1.112

脱線（サ変名詞） 0.31 0.546 0.403 0.291

0.514 0.603 0.737 0.549

出かける（動詞） 0.639 0.754 0.887 0.590

1.430 1.394 1.304 1.114

挑戦する（動詞） 0.618 0.687 0.752 0.500

1.399 1.330 1.251 1.090

衝突する（動詞） 0.344 0.353 0.315 0.529

1.004 1.016 1.099 0.948

懸念する（動詞） 0.373 0.319 0.246 0.293

1.447 1.440 1.521 1.275

豊富だ（形容詞） 0.597 0.676 0.761 0.466

1.416 1.352 1.299 1.109

最適だ（形容詞） 0.622 0.671 0.743 0.192

1.185 1.164 1.145 0.899

困難だ（形容詞） 0.318 0.305 0.307 0.317

1.451 1.526 1.528 1.274

不明だ（形容詞） 0.359 0.367 0.336 0.359

1.241 1.337 1.364 1.18

イトごとにそのキーワードを含む記事を選択する．選択された

記事集合は，検索キーワードの tf・idf 値を基にランキングさ

れ，上位 5件をユーザへ提示する．各ページの単語の tf・idf

値は，ユーザからの問合せ前に，あらかじめ以下の手順で算出

されている．

（ 1） 収集した任意のニュースサイトのページ Pi のテキス

トデータから HTMLタグを除去する．

（ 2） 記事タイトル・記事本文に対し，茶筌 [8] を用いて形

態素解析を行い，動詞，名詞，副詞，形容詞，その他の単語を

抽出する．

（ 3） ページ Pi から抽出された単語 j の tf・idf 値を次式

を用いて算出する．

j の tf・idf 値 =
(Pi中の単語 j の出現頻度+)

Pi中の総単語種数

×log
記事の総数

単語 j が出現する記事の総数

3. 2 センチメント値の算出

本節では，4つのセンチメント「明るい⇔暗い」，「承認⇔拒

否」，「緩和⇔緊張」，「怒り⇔恐れ」のそれぞれにおいて，各

ニュース記事のセンチメント値 O（−0.5 <= O <= 0.5）を算出

するための手法を示す．

ニュース記事のセンチメント値は，HTML タグを除いた記

事から抽出される行為や状態を表す単語（サ変名詞，動詞，形

容詞）の印象値と重みをセンチメントごとにセンチメント辞書

（単語と印象値の対応関係を示す辞書）から取得し，計算式に

当てはめることによって求められる．以下，センチメント辞書

表 2 センチメントと印象語の対応関係
センチメント 印象語
1. 明るい⇔暗い 明るい，うれしい，楽しい

暗い，悲しい，苦しい
2. 承認 ⇔ 許否 承認（する），愛好（する），好きだ

拒否（する），嫌悪（する），嫌いだ
3. 緩和 ⇔ 緊張 ゆったり（する），のんびり（する），ゆっくり（する）

緊張（する），緊急（だ）
4. 怒り ⇔ 恐れ 怒る，怒号

恐れる，怖い，恐怖

を自動構築する手法ならびにニュース記事からセンチメント値

を算出する手法について述べる．

センチメント辞書は，文献 [9] の手法（注1）を用いて，日経新

聞全文記事データベース（1990～2001 年版の 200 万強の記

事）[10] を解析することにより構築された．すなわち，y 年版

に掲載された記事のうち，印象語群 eに含まれる印象語のいず

れかを含む記事の数を df(y, e)，印象語群 eに含まれる印象語

とセンチメント辞書において見出し語となる内容語 w の両方

を含む記事の数を df(y, e&w)とすると，印象語群 eのいずれ

かが現れたときに内容語 w も現れる確率 P (y, e, w)は，

P =
df(y, e&w)

df(y, e)

と表される．そこで，センチメント「e1⇔ e2」を構成する印象

語群 e1，e2 に対し，内容語 wの印象語群 e1 に対する出現確率

P (y, e1, w)と印象語群 e2 に対する出現確率 P (y, e2, w)の内分

比 R(y, e1, e2, w)を

R =
P (y, e1, w)

P (y, e1, w) + P (y, e2, w)

という式で求める．但し，分母 = 0のときは，便宜的に R = 0

として処理する．この R値を年版ごとに求め，以下の式に代入

することにより，内容語 w のセンチメント「e1⇔ e2」におけ

る印象値 Se1⇔ e2(w)が求められる．

S =

2001∑
y=1990

R(y, e1, e2, w)

/
2001∑

y=1990

T (y, e1, e2, w)

但し，T (y, e1, e2, w)は，df(y, e1&w) + df(y, e2&w) = 0のと

き，0，そうでないとき，1となる関数であり，R式の分母が 0

となるケースを計算式から除外するために導入されている．

一方，内容語の中には，出現する年や出現頻度が多いものも

あれば，少ないものもある．そこで，印象値 Se1⇔ e2(w) に対

する重みMe1⇔ e2(w)を以下のように定義し，内容語 wと印象

語群 e1，e2 とが共起した年数と頻度の総和（12年間分）に応

じて，増減するように設計した．

M = log12

2001∑
y=1990

T (y, e1, e2, w)

（注1）：文献 [9] では，センチメントを構成する印象語は 1 語に限られていたが，

これを複数語に拡張し，ある単語 w が 2 つの印象語群のどちらとより共起しや

すいかを定式化した．



×log144

2001∑
y=1990

(df(y, e1&w) + df(y, e2&w))

以上の方法で構築されたセンチメント辞書の一部を表 1（注2）

に示す．また，センチメント辞書構築の際に，それぞれのセン

チメントに対しシードとして与えた印象語群を表 2に示す．

また，表 2の印象語は，対応する記事に現れやすく，そうで

ない記事に現れにくい感情・感覚形容詞を著者らの主観に基づ

いて決定した結果である．

次に，ニュース記事のセンチメント値を算出する手法 [9] に

ついて述べる．ニュース記事 TEXT が入力されたら，まず，

Juman [11]を用いて，形態素解析し，TEXT に含まれるサ変

名詞，動詞，形容詞を抽出する．そして，センチメント辞書か

ら各単語の印象値 Se1⇔ e2(w)と重みMe1⇔ e2(w)を取得し，以

下の式を用いて TEXT のセンチメント値 Oe1⇔ e2(TEXT )を

算出する．

O =

TEXT∑
(|2S − 1|M · S)

/
TEXT∑

(|2S − 1|M) − 0.5

この式は，|2S − 1|M を重みとする印象値 S の重みつき平均

であり，|2S − 1|項は S に依存する傾斜配分となっている．こ

の傾斜配分は，印象語群との関係が乏しい一般的な単語（印象

値は 0.5に近い値をとる）が O式の平均操作に及ぼす悪影響を

削減するために導入されている．

3. 3 センチメントマップの作成

提案システムは，検索キーワードの tf・idf 値を用いて選ば

れた記事のセンチメント値を基に各サイトごとに集計し，グラ

フ化し地図上にマッピングする．

まず，各サイトごとにユーザが入力した検索キーワードを含

む記事を抽出し，3. 1の手順で求めた検索キーワードの tf・idf

値が高い上位 5 ページから 3. 1 の式を用いてセンチメント値

を算出し，各センチメントごとに平均値を求める．その平均

値を検索キーワードに対するサイトのセンチメント値とし，

gnuplot [12]を用いて棒グラフを作成する．最後に，各サイト

の棒グラフを GoogleMapAPI [13] を用いて日本地図上にマッ

ピングする．

4. システムの実装と評価実験

ある特定のトピックが複数のニュースサイトにおいて取り上

げられているとき，それぞれどのような観点で扱われているか．

そういったニュースサイト間の観点の相違をセンチメントマッ

プを用いて可視化するシステムを構築し，実証実験を行った．

表 3に，実験で用いた各ニュースサイトごと取得日別の記事

数を示す．なお，各サイトの取得記事はTOPページより 2階層

まで辿ったページを取得している．収集した記事は，各ニュース

サイトの時事に関する記事とし，検索キーワードも時事に関す

るものを用い，地図へのマッピングとしてGoogleMapAPI [13]

（注2）：R 値の計算式が示すように，S 値が 1 に近いほどセンチメントの左側に

ある語の意味合いが強くなり，0 に近いほど右側にある語の意味合いが強くなる．

図 2 検 索 画 面

表 4 検索キーワードに対する適合率と再現率

検索キーワード 対象記事総数 適合率 再現率

ギョーザ＆中国 190 0.88 0.20

スケート＆優勝 41 0.92 0.59

暴行＆沖縄 89 0.860 0.54

阪神 41 0.86 0.55

を用いた．センチメント辞書は，サ変名詞，動詞，形容詞を対

象とし，「明るい⇔暗い」，「承認⇔拒否」，「緩和⇔緊張」，「怒り

⇔恐れ」，の 4つのセンチメント値を設定した．

4. 1 センチメントマップインタフェース

構築したシステムでは，ユーザが検索キーワードを入力する

と，検索キーワードに関する各ニュースサイトの，センチメン

トに基づく記事の書き方の差異を日本地図上で確認できる．

検索キーワードは複数キーワードを用いた「ＡＮＤ」検索も

可能である．また，検索時にそれぞれニュースサイトと期間を

選択できる（図 2．デフォルトは，全ての期間の全てのニュー

スサイトとなる．

図 3に，記事取得期間を 2008年 02月 13日～2008年 02月

18日，対象ニュースサイトをすべてとし，検索キーワードとし

て「偽装」を入力したときの出力結果（センチメントマップ）

を示す．図中，画面左上にはすべてのニュースサイトでのセン

チメントの平均値が棒グラフで提示されている．画面右側には，

各サイトごとのヒット数，tf・idf 値の高い上位 5記事へのリ

ンク，各記事のタイトル，各記事において tf・idf 値の高い上

位 10 単語（サブトピックキーワード）が提示されており，検

索キーワードに関連してどのような記事が検索されたのか一覧

することもできるし，リンクを辿ることによって元の記事を読

むこともできる．

4. 2 検索キーワードに対する記事推薦の考察

検索キーワードに対する適合率と再現率を検証する．被験者

は 21歳男子学生とした．評価方法は，検索キーワードに関す

る記事であれば適合（○）とし，そうでなければ不適合（×）

とした．尚，検索キーワードに対して書かれている記事を適合

記事とし，適合率と再現率は次の式で算出した．

• 適合率 =（提示された適合記事）／（提示された記事



表 3 収集した日時ごとの記事総数 (’08/02)

番号 ニュースサイト名 地域 記事数 (13 日) 記事数 (15 日) 記事数 (16 日) 　 記事数 (17 日) 　 記事数 (18 日) 　

1 朝日新聞 関西 1255 1404 1418 1402 1339

2 東京新聞 関東 70 77 76 76 57

3 北海道新聞 北海道 130 139 133 148 146

4 神戸新聞 関西 78 78 82 82 80

5 河北新聞 東北 45 44 45 44 46

6 中日新聞 東海・中部 79 75 66 67 65

7 中国新聞 中国 47 44 45 49 45

8 沖縄新聞 沖縄 16 13 15 14 10

図 3 検 索 結 果

総数）

• 再現率 =（提示された適合記事）／（検索キーワードに

対する適合記事総数）

表 4に各検索キーワードに対する全ての対象ニュースサイトの

適合率と再現率の結果を示す．尚，すべてのニュースサイトで

の 2008年 02月 13日～2008年 02月 18日の記事を対象とし

た．表 4より，検索キーワードに対する適合率は全ての結果に

おいて 80％以上となり，センチメントグラフを作成する上の

対象記事として適していると考えられる．

4. 3 センチメントの差異情報に関する考察

提案システムでは各ニュースサイトのセンチメントグラフを

形成する際に，検索キーワードを含む記事を対象としている．

本節では，対象とする記事を 1）tf・idf 値のトップ 10の記事

と 2）検索キーワードを含む全ての記事とし，精度を検証する．

検索キーワードとして中国を用い検索結果より該当記事が 30

件以上存在するサイト１，２，３，６，７での結果を図 4に示

す．実験結果より，上位 10 件を対象にした場合と，全ての記

図 4 「阪神」の検索結果の「上位 10 件」と「全て」の記事に対する

各センチメントの平均値

事を対象にした場合での差異はほとんど見られなかった．よっ

て，本システムでは上位 10件の記事を対象としたグラフ形成

を採用する．



表 5 検索キーワード「スケート　優勝」に対する各センチメントに対

する評価結果

明るい⇔暗い 承認⇔拒否 緩和⇔緊張 怒り⇔恐れ

被験者 明るい 承認 緊張 怒り

サイト 1 明るい 承認 緊張 怒り

被験者 明るい 承認 緩和 怒り

サイト 2 平均 承認 緊張 平均

被験者 明るい 承認 緊張 恐れ

サイト 3 明るい 承認 緊張 怒り

被験者 明るい 承認 緊張 恐れ

サイト 4 明るい 承認 緊張 怒り

　　 被験者 明るい 承認 緊張 恐れ

サイト 5 明るい 承認 緊張 平均

4. 4 検索キーワードに対するセンチメント情報の考察

これまでの実験を踏まえ，検索キーワードに対するセンチメ

ント情報の評価実験を行った．実験では，各ニュースサイトか

ら検索キーワードの tf・idf 値の高い上位 10件を選出し，そ

れらの記事に対して，4つのセンチメントに関して評価を行う．

評価方法は，各記事を閲覧し，その記事の各センチメントがい

ずれかに偏っているかを 0，0．5，1の値で評価する．例えば，

明るい⇔暗いの評価の場合，明るければ 0，暗ければ 1，どち

らとも言えなければ 0．5，と判断する．表 5 に評価結果を示

す．評価結果より，7割以上で被験者の判断とシステムの判断

が一致していることが確認でき，システムの有効性が示せた．

4. 5 今後の課題

評価実験より，センチメントマップにより各ニュースサイト

のセンチメントの相違をグラフにより一元的に理解でき，本シ

ステムの有効性を確認できた．今後は，センチメント以外にも

サブトピックキーワードに基づいて各Webサイトの観点の差

異を地理情報に基づいて可視化する予定である．さらに，ユー

ザの興味やセンチメント情報を抽出し，それらに合わせて各サ

イトを選別し，推薦する予定である．

5. 関 連 研 究

提案システムは，ニュース記事に込められたセンチメントを

抽出し，同一話題に関して書かれた記事のセンチメントを各サ

イトごとに抽出することで，各ニュースサイト（新聞社）の観

点の差異を視覚的に提示する．

本章では，ニュース記事検索・分類技術，センチメント抽出

技術，および分類情報の可視化技術について紹介する．

GoogleNews [14]では，約 610のニュースサイトから収集し

た大量の記事に対してページランク技術を用いてそれらの情報

を分類できる．また，キーワードによる記事検索も可能である．

MSNBC [3] は，複数のニュースサイトから収集した記事の

中から，ユーザが閲覧した記事と関連性の高い記事を検索し，

推薦する．

これまで，テキストのセンチメントを抽出しようという研究

はほとんど見当たらない．従来より，情報発信者（話し手，書

き手）のセンチメントを推定しようという研究 [15]～[22] が盛

んに行われているが，これらの研究は，情報発信者のセンチメ

ントに応じた応答を生成あるいは支援することにより，システ

ム（例えばロボットやアバタなど）とのコミュニケーションや

通信システムを介した，人どうしのコミュニケーションをより

円滑にしようというものであり，テキストのセンチメントを抽

出しようというものではない．筆者らは，情報発信者がテキス

トに込めたセンチメント，すなわち表出された感情（注3）のうち，

平均的な情報受信者（読み手）が受け取るセンチメントを抽出

する．その結果，センチメントという主観的な情報をより客観

的に取り扱うことが可能になると考える．

一方，情報発信者のセンチメントではないが，情報発信者が

テキスト（例えば映画評論やブックレビュー，商品アンケートな

ど）に記した評判や評価を抽出するという研究がある [23], [24]．

評判や評価は，センチメントの一種と言えるが，「好評—不評」

という一つの軸に特化しており，ニュース記事に対する書き手

の観点という点では不足している．

Webページの地理情報に基づく可視化手法として，近藤ら [2]

は，任意のWebページに対する地域的な支持度を計測し，地

図上で支持度を可視化できるシステムを提案している．支援度

は，リンク元のWebページの地理的な距離に基づいている．

6. ま と め

本論文では，ニュース記事を対象に書き手のセンチメントを

抽出し，同一話題に関して抽出したセンチメントを各サイトご

とに分析することで，各ニュースサイト（新聞社）の観点の差

異を情報提示できるセンチメントマップを提案し，プロトタイ

プを作成した．実験では，センチメントマップにより各ニュー

スサイトのセンチメントの相違をグラフにより一元的に理解

できることを確認した．また，各サイトごとに推薦された記事

の適合性は高く，本システムの有効性を示せた．今後は，地図

の範囲を拡大し，同一話題に対する国ごとのセンチメントの差

異提示を行う予定である．また，閲覧したユーザ（読み手）の

センチメントを分析し，そのユーザのセンチメントに合わせた

ニュースサイトならびに記事推薦を行う予定である．
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