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レビュアの信頼性評価における手法比較と
属性比較実験のための基礎検討
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あらまし 近年，レビューサイトに書き込みを行うユーザ (レビュア)が増加している．しかし，レビュアの中には価

値ある情報を提供する信頼できるレビュアだけでなく，あまり価値のない情報を提供する信頼できないレビュアも存

在している．信頼できるレビュアを特定することは良質なレビューを特定することを意味する. レビュアの信頼性を評

価する方法として，２つの方法が挙げられる．１つ目はレビューの内容をもとにレビュアを評価する方法であり，２

つ目はレビュアが過去にレビューを行った履歴をもとにレビュアを評価する方法である．しかしこれらの研究は個別

に行われてきたため，それぞれの手法間の比較は行われてこなかった．また,我々はレビュアの信頼性を評価するため

にレビュアが過去に執筆したレビューが必要であると考える. そこで本研究では，これらのレビュアの信頼性評価に

おける手法間の比較を行うことで，レビュアの信頼性を評価する際どのような方法を選択すればよいかを決定するた

めの知見を得ることを目指す．
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Abstract In recent years, user-supplied reviews have increased and been widely prevalent. Some reviewers (users

who comment on items) provide valuable information, other ones provide information many people already know.

Our goal is to identify the credible reviewers who provide valuable information. There are two methods for measur-

ing the reviewers’ credibility. One is to evaluate reviewers based on the content of their reviews , another one is to

evaluate the reviews based on their review histories. Review history is a record containing information of pairs of

a user providing a review and an item judged in the review. However these methods are used separately. We think

the content of reviews which the reviewer has commented before is also important for evaluating reviewers. We

compare above two methods, and a method using the content of reviews which the reviewer has commented before.

Key words review,Web Trust,Information Credibility,reputation

1. は じ め に

レビューサイトに書き込みを行うユーザ (レビュア)が増え，

商品やサービスに対するレビュー数は増加の一途をたどってい

る．レビューサイトとは amazon.comのように，一般ユーザが

商品やサービスに対するレビューを書き込むことができるサイ

トのことである．我々が独自に，amazon.comの Booksカテゴ

リを対象にレビュー数の調査を行ったところ，売れ筋商品 100

アイテムに対する平均レビュー数は 345件であった．この結果

から実際多くのレビューを獲得できていると言える．しかし，

レビューサイトが普及した結果レビュアが多様化し，有益な情

報を発信する信頼できるレビュアだけでなく，世間一般に流通

している改めて知る必要のない情報しか発信しない信頼できな

いレビュアも書き込みを行うようになった．信頼できるレビュ

アを特定することは，購入の意思決定の判断材料となるような



良質なレビューを特定することを意味する．

レビュアの信頼性を評価する方法として，２つの方法が挙

げられる．１つ目は，レビューの内容をもとにレビューの質を

評価し，レビューの評価値を集約してレビュアの評価値とする

方法である．レビューの内容をもとにレビューの質を評価する

方法の関連研究として，Kim ら [8] および Zhang ら [9]，Liu

ら [10]による研究がある．彼らはレビューの有用性を評価する

ことを目的とし，そのためにレビューの有用性を特徴付けるで

あろう属性について調査している．具体的には，各々が挙げた

属性の候補と正解データとの相関分析を行い，相関の高い属性

もしくはその組み合わせを特定している．正解データとして

amazon.comでの投票結果を用いている（注1）．

レビュアの信頼性を評価する方法の２つ目は，レビュアが過

去にレビューを行った履歴をもとにレビュアを直接評価する方

法である．この方法の関連研究として，Riggs ら [15] および

Chenら [16]による研究がある．例えば，Riggsらはアイテム

のランキング結果への貢献度に注目し，貢献度の高いレビュア

が信頼できるレビュアであるとしている．

これらの研究は個別に行われてきたため，それぞれの手法間

の比較は行われてこなかった．我々はレビュアの信頼性を評価

する際，レビューの内容とレビューの対象アイテムのどちらも

考慮する必要があり,更にレビュアの過去に執筆したレビュー

の内容も必要であると考える．

そこで本研究では，レビュアが執筆した注目アイテムへのレ

ビュー内容に基づく手法，レビュアのレビュー履歴に基づく手

法，レビュアが過去に執筆したレビュー内容に基づく手法の比

較を行うことで，レビュアの信頼性を評価する際どのような方

法を選択すればよいかを決定するための知見を得ることを目指

す．また，それぞれの手法において各研究で提案している属性

間の比較は行われてこなかった．そこで本研究では，各手法に

おいて関連研究で提案されている属性間の比較も合わせて行う．

本論文の構成は以下の通りである．まず，2.章において本研

究の位置付けについて，3.章においてレビュアの信頼性を評価

する際に比較する２つの手法の詳細について述べる．そして，

4.章において，関連研究で用いられた手法をもとに本研究で行

う実験について述べる．最後に，5.章において本論文のまとめ

と今後の予定について述べる．

2. 本研究の位置付け

Web 上の情報は匿名性が高く責任の所在が不明である．そ

のため，Webにおける ‘信頼’が以前から重要視されてきた [3]．

本研究においても，レビュアの信頼性を評価するので，‘信頼’

という概念を扱う．そこで，本章ではWebにおける ‘信頼’に

関する取り組みにおいての本研究の位置付けを明確化する．

2. 1 ‘信頼’の性質

本節では比較的よく引用されている３つの研究をもとに ‘信

頼’の性質について考察する．１つ目として，山岸による研究

（注1）：amazon.com での投票結果とは，「このレビューは参考になりましたか?」

という質問に対し，ユーザが「はい/いいえ」の形で投票したものである

が挙げられる [1]．山岸は，‘信頼’には「相手の能力に対する期

待としての信頼」と「相手の意図に対する期待としての信頼」

の２種類があるとしている．相手の能力に対する期待とは「相

手が役割を遂行する能力をもっているという期待」であり, 相

手の意図に対する期待とは「相手が信託された責務と責任を果

たすことに対する期待」であるとしている．さらに，信頼する

側は，相手の能力もしくは意図に対する期待の中で相手につい

ての情報から ‘信頼’という評価を与えると述べている．

２つ目の ‘信頼’ に関する研究として， Falcone らによる研

究が挙げられる [5]．彼らは，認知社会学的な分析に基づく ‘信

頼’のモデルを提案している．このモデルでは，‘信頼’という行

為は 3つの段階を経て行われる．まず最初に信頼する側のエー

ジェントには「信頼の意向」があり，次に「信頼することの決

定」をして，最後に「信頼の実行」に至る．

３つ目の ‘信頼’に関する研究として，Foggらによる研究が

挙げられる [6] ．Foggらは，信頼性 (Credibility)とは，情報を

受け取る側が「知覚する品質」であると定義している．さらに，

信頼性を構成する要素は大きく 2つに分類できると述べている．

まず１つ目は trustworthinessであり，発信者に善良さやモラ

ルがあるかを意味するとしている．そして２つ目は expertise

であり，発信者に知識や能力があるかを意味するとしている．

本研究では，価値ある情報を発信する信頼できるレビュアを

特定する．このようなユーザは知識や能力が高いユーザである

と言える．したがって，本研究におけるレビュアに対する信頼

とは，山岸の言う「相手の能力に対する期待としての信頼」に

相当する．また，レビュアに能力があるかどうかを判断するた

めの情報として，レビューを用いる．

2. 2 Webにおける ‘信頼’

信頼という概念は様々な分野で扱われており，Webにおける

‘信頼’といった場合，どのような意味で信頼を考えるべきかに

ついては，まだ合意されていない [2]．そこで，Webにおける

‘信頼’の研究動向について，Jensらの論文に準拠して整理する

こととする [17] ．

2. 2. 1 信頼のモデル

Jensらは，信頼のモデルの種類として，Webにおける ‘信頼’

の仕組みとしてのモデルがあるとしている．この研究の例とし

て，Riegelsbergerらが提供するモデルがある [24]．このモデル

では,‘TRUSTEE’を信頼される側，‘TRUSTOR’を信頼される

側としている．Riegelsbergerらは，TRUSTORはTRUSTEE

の能力 (Ability)や意図 (Motivation)をもとに TRUSTEEを

信頼するかどうかを決定すると述べている．また，TRUSTEE

の意図の中には内的規範 (Internalized Norms) および良心

(Benevolence) が含まれるとしている．そして，TRUSTORが

TRUSTEEを信頼するかを判断する際，TRUSTEEの一時的

な情報 (Temporal)および社会的な情報 (Social)，制度上の情

報 (Institutional) によって判断するとしている．

2. 2. 2 信頼性評価

次にWebにおける信頼性評価について述べる．Web上の情

報の信頼性を評価する研究は多様に存在しており，それらを一

概に分類することは困難である．そこで，加藤ら [4]が信頼性



評価の方法をまとめた論文をもとに近年の信頼性評価に関する

研究動向について述べる．

加藤らは，Web上の情報の信頼性評価における要素として，

発信者，受け取った情報そのもの，受け取った情報の意味，情

報の評判の４つの要素があると述べている．受け取った情報の

発信者に基づく信頼性評価に関する研究事例として，Web 上

の社会ネットワークを用いて人間性や行動傾向を評価する研

究 [22] を挙げている．また，情報そのものに基づく信頼性評

価に関する研究事例として，Web サイトのデザインや文章の

レイアウト，文体や言い回しなどの皮相的な特徴と信頼できる

Webページとの関連について大規模な調査を行った Foggらの

研究 [6]を挙げている．そして，情報の意味内容に基づく信頼

性評価に関する分野は，あまり研究が盛んに行われてきていな

いが自然言語処理技術の発展とともに今後の動向が注目されて

いる分野であるとしている．最後に，情報の評判に基づく信頼

性評価の研究事例として，ハイパーリンクをページについての

評判と捉えた PageRankアルゴリズム [23]を挙げている．

以上より，本研究の位置付けについて述べる．本研究は，Web

における ‘信頼’に対し，信頼性評価の観点から議論する研究で

あると言える．また本研究は，レビューの内容に関する属性お

よびレビューの評価履歴に関する属性を用いてレビュアの信頼

性を評価する．レビューの内容に関する属性は,情報の意味内

容に基づく信頼性評価研究であり, 情報の皮相的な特徴にも注

目しているので，情報そのものに基づく信頼性評価研究にも相

当すると言える．さらに，レビューの評価履歴に関する属性は,

レビューの発信者に注目していると言え，発信者に基づく信頼

性評価研究に相当すると言える．

3. 関 連 研 究

レビュアの信頼性を評価する方法として，２つの方法が挙げ

られる．１つ目は，レビューの内容をもとにレビューの質を評

価し，その評価値をもとにレビュアの評価値とする方法である．

２つ目は，レビュアが過去にレビューを行った履歴をもとにレ

ビュアを直接評価する方法である．それぞれの方法に該当する

関連研究について 3. 1および 3. 2で説明を行う.

3. 1 レビューの内容に基づく手法

内容をもとにレビューの質を評価する研究として，Kimら [9]，

Zhang ら [8]，Liu ら [10] によるものがある．彼らはあらかじ

め，良質なレビューの影響因子 (読みやすさや情報量の多さな

どの特徴)について仮説を立て，影響因子を定量的に測るため

の属性候補をいくつか列挙している (表 1)．そして，各研究で

用いた正解データと属性候補との相関を分析し，それぞれの属

性の有効性を検証している．

3つの関連研究における良質なレビューの影響因子および属

性候補と，データセット，属性候補と正解データとの相関の分

析方法について説明する．

１つ目として，Kimらによる研究の詳細を示す [9]．彼らは，

良質なレビューの影響因子として有用性の高さを挙げ，3 つ

の関連研究の中で最も多くの属性候補を列挙している (表 1)．

正解データとして，amazon.com での投票結果による評価値

表 1 従来研究で用いられたレビューの質を特徴付ける属性
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(helpfulと投票された割合) をレビューにラベル付けしたものを

データセットとして用いることで，レビューの有用性を客観的

に測定している．そして，SVR [11]（注2）．を用いて各属性の値か

らレビューの有用性を予測する回帰モデルを学習し，Spearman

の順位相関係数および Pearsonの積率相関係数を用いて学習し

た回帰モデルを評価している．

２つ目の関連研究として，Zhang らによる研究の詳細を示

す [8]．彼らは，レビューが事実と意見の両方から構成されてい

るかどうかがレビューの良質さに影響するとしている．そして，

レビュー中でどの程度事実を述べているかを測るために ‘商品紹

介文との類似度’の属性を用い，レビュー中でどの程度意見を述

べているかを測るために ‘各品詞の割合’および ‘意見性のある

単語数’の属性を用いている．そして，Kimらと同様にして各

属性の値からレビューの有用性を予測する回帰モデルを学習し

ている．学習アルゴリズムとして SVR [12]および SLR(Simple

linear regression：単回帰分析) [13] を使用し, Pearson の重相

関係数および平均 2乗誤差 (MSE)を用いて回帰モデルを評価

している．

３つ目の関連研究として，Liuらによる研究の詳細を示す [10]．

彼らは，良質なレビューの影響因子として，情報量の多さと読

みやすさ，意見の有無を挙げている．そして，情報量の多さを

測るために ‘単語の数・頻度’の属性および ‘文の数’の属性を,

また，レビューの読みやすさを測るために ‘段落分けの数’の属

性を，意見を含んでいるかどうかを測るために ‘意見性のある

単語を含んだ文の数’の属性を用いている．またレビュー文に

対し，人手でラベル付けしたデータセットを正解データとして

属性候補の重みを学習している．具体的には，SVM [14] を用

いてデータセットを high-quality/low -qualityに分類し，分類

精度を評価している．

上記で述べた３つの研究では，用いられた属性候補および組

（注2）：SVR とは，２値分類学習アルゴリズムである SVM(Support Vector

Machine) を回帰分析に拡張したもので，データを多次元空間内の点とみなし，

データの分布が偏差εに入るような超平面を求めることで適切な回帰モデルを推

定する回帰アルゴリズムである．



み合わせ方法はそれぞれ異なる．そのため，どの属性が最も有

効であるかについて議論することはできない．そこで本研究

では，信頼性評価における手法間の比較を行うだけでなく，レ

ビューの内容に基づく３つの手法における複数の属性候補間に

おいても有効性を比較することで，関連研究よりも多くの属性

の中から有効な属性を特定し新たな知見を得ることを目指す．

3. 2 レビューの履歴に基づく手法

レビュー評価履歴を基にレビュアを評価する研究として，

Riggsら [15]と Chenら [16]によるものがある．彼らは，あら

かじめ質の良いレビューを提供する信頼性の高いレビュアとは

どのようなレビュアかについて仮定を行い，その仮定を反映さ

せた属性候補をいくつか列挙している．そして，列挙した属性

候補の有効性を検証している．以下で，上記の研究における信

頼性の高いレビュアについての仮定および属性候補，属性候補

の有効性の検証方法について説明する．

まず，Riggs らによる研究の詳細を示す [15]．彼らは，アイ

テムに対して各レビュアが付けた評価値の平均値に近い評価

値を早期に付けていたレビュアがより信頼できるレビューを提

供すると仮定している．Riggsらは，上記の仮定を反映した属

性として ‘平均評価値と評価値との差’を用いている（注3）．さら

に，注目レビュアが投稿した ‘レビュー数’と，そのレビュアが

レビューしたアイテムの ‘被レビュー数’および ‘時系列の順番’

の３つの属性の有効性についても検証している．ここで，‘時

系列の順番’とは，あるアイテムに対する全レビューに対する，

注目レビュアが付けたレビューの投稿時期に関する順番を指

す．実験は Epinions.com におけるレビュア 1,000,000 人を対

象に行っており，上記のレビュアが書いたレビュー全てをデー

タセットとしている．また各レビューの正解データとして，投

票結果による helpfulと投票された割合とレビューごとの推薦

レベル（注4）の平均値を用いている．また，属性値の有効性の検

証方法として，分散分析を行っている．

次に，Chenらによる研究の詳細を示す [16]．彼らは，あるア

イテムにレビューを行っているレビュアの中でより信頼できる

レビュアとは，そのアイテムが属するカテゴリ内のアイテムに

対するレビューが高く評価されているレビュアであるとしてい

る．そのため彼らは，アイテムごとに算出したレビューの ‘価

値’をカテゴリレベルで集約し，各カテゴリにおけるレビュア

の評価値である Reputation値を算出している（注5）．注目レビュ

アのレビューに対する ‘価値’の算出方法として，注目レビュア

の数値による評価の ‘価値’ と文章による評価の ‘価値’ を掛け合

わせている．実験は，Epinions.comにおける 14カテゴリ内の

50,725アイテムに対し行われ，計 59,986人のレビュアを対象に

Reputation 値の算出方法の有効性を検証している．Reputation

（注3）：注目レビュアが評価した各アイテムにおいて全レビュアが付けた星の数

の平均値とレビュア自身の星の数との差を算出し，全アイテムに対し総和をとっ

ている．

（注4）：Epinions.com では，レビューを閲覧したユーザがそのレビューに対

し，highly recommended/recommended/somewhat recommended/not

recommended の４段階で評価を行うことができる．

（注5）：ここで，カテゴリとは Movie，Automobile などレビューサイトが提

供しているディレクトリ名に相当する．

値を算出し，その値をもとにレビュアを 10個のグループに分類

する．そして，Epinions.com において ‘Most Trusted Users’

と優れたレビュア（注6）に選ばれたレビュアとの相関を計測して

いる.

上記で述べた２つの研究では，用いられた属性候補は異なる

ため，どの属性が最も有効であるかについて議論したりするこ

とはできない．そこで本研究において，レビューの履歴に基づ

く２つの手法における複数の属性候補間においても有効性を比

較することで，関連研究よりも多くの属性の中から有効な属性

を特定し新たな知見を得ることを目指す．

4. 属性の有効性の比較実験

レビュアの信頼性評価における有効な手法の検討と属性の有

効性を比較するために amazon.com上のレビューを用いて実験

を行う.

4. 1 実験の目的

4. 1. 1 目的 1:有効な手法の検討

実験の 1つ目の目的は, レビュアの信頼性評価を行う際に, 内

容に基づく手法と履歴に基づく手法,過去に執筆したレビュー

内容に基づく手法の中でどれを選択すべきかを検討することで

ある. そこで，それぞれの手法に関して属性値を算出し，属性

値からレビュアの評価値を予測するモデルを学習する. そして，

学習したモデルによる予測値と実際の評価値との相関を計測す

ることで評価を行う.

4. 1. 2 目的 2:有効な属性の検討

実験の 2つ目の目的は，各手法で用いる属性の中で，レビュ

アの信頼性に対する評価値を算出する際に用いるべき有効な属

性を検討することである. そこで，関連研究で用いられた各属

性の属性値と，レビュアの実際の評価値との相関を計測する.

また，属性値からレビュアの評価値を予測するモデルを学習し，

予測値と実際の評価値との相関を計測することで有効な組み合

わせについても検討する.

4. 2 実 験

以降で，本研究で用いるレビュアの評価値について述べ，属

性の有効性を比較する際に用いるデータセットおよび属性の具

体的な算出方法について述べる.

4. 2. 1 レビュアの評価値

本研究では，レビュアの評価値として，amazon.com での

投票結果による評価値（helpfulと投票された割合）を用いた.

我々が用いる評価値は，本来閲覧者がレビューの有用性を評価

するために付与したものである．しかし，我々はレビューの有

用性を評価する行為はレビュアの信頼性を評価する行為である

と考え，レビューの評価値をそのレビューを書いたレビュアの

評価値として用いた．

4. 2. 2 データセット

レビュアの信頼性を評価する際に有効な属性を検討するため

に，amazon.comで取り扱われている商品に対してレビューを

（注6）：Chen らは，Epinions.com における ‘Category Advisors’ を優れた

レビュアとしている．‘Category Advisors’ の選出方法は公表されていない．



行ったレビュアを実験の対象とした．具体的には，amazon.com

における４つのカテゴリ（ミステリー映画,ロック,MP3プレー

ヤ,デジタルカメラ）に属する全商品に対する全てのレビューを

収集した．ここで，対象カテゴリを選ぶ基準として商品ごとの

レビューの書き方の違いに注目した．amazon.comをはじめレ

ビューサイトで取り扱われている商品は大きく 2つに分けられ

る．映画や本のように商品の内容に価値がある商品とカメラや

パソコンのように商品本体に価値がある商品である．これらの

レビューでは，用いる表現や閲覧者に評価される基準などが異

なってくると言える．そこで，我々は内容に価値がある商品と

本体に価値がある商品における有効な属性の相違を確認するた

めに両者の商品を対象とした．実際には，内容に価値がある商

品としてミステリー映画（Mystery）とロック (Rock）を，本

体に価値がある商品としてMP3プレーヤ（MP3）とデジタル

カメラ（DCamera）を用いた．そして，収集したレビューのう

ち，閲覧者による投票数が 10件以上のレビューを比較実験用

のデータセットとした．表 2に各カテゴリにおける商品数（21

年 12月時点）および収集レビュー数，閲覧者による投票数が

10件以上の対象レビュー数を示す．

表 2 各カテゴリごとのデータ数
Mystery Rock MP3 DCamera 計

商品数 1,972 3,717 686 1,660 8,035

全レビュー数 232,531 209,124 121,125 111,527 674,307

対象レビュー数 31,651 17,460 18,648 24,837 92,596

4. 2. 3 使用する属性

レビュアの評価値との相関を分析する際に用いた属性 (表 3)

の算出方法について 4.2.4以降で述べる．関連研究における算

出方法を踏まえて，本研究で新たに属性の算出方法を設定した．

また，各属性の値を算出した後，全レビューにおける同一属性

の属性値のうち最大となる値で割ることで属性値の正規化を行

う．また，レビュー数に注目した属性（“全レビュー数”および

“被レビュー数”，“カテゴリ別レビュー数” ）については，各

商品が属するカテゴリにおける平均レビュー数（表 2における

対象レビューの数を商品数で割った値）で割ることで正規化を

行う．

4. 2. 4 内容に注目した属性

まず，レビューの内容に基づく手法における各属性の算出方

法について述べる．

“単語数”は対象レビューを構成する全単語数を，“商品名数”

は対象レビュー文中で対象商品名を用いた回数を用いる．そし

て，“単語頻度”は対象レビュー構成する全単語に対し算出した

tf-idf値の平均値を用いる．df（出現文書数）値を算出する際の

文書集合として，全レビュー（all）および対象商品が属する同

一カテゴリにおける商品に対する全レビュー（cate），対象商

品に対する全レビュー（item）の 3種類を設定する．また，単

語として 1文字と（unigram）と隣接 2文字（bigram）の 2種

類を用いる．そして，各品詞の割合を算出するためにレビュー

文を品詞解析し，当該品詞と判定された単語数を全単語数で

割った. 本研究では単語の品詞分析ツールとして，Apple Pie

表 3 本研究で用いる属性

属性番号 レビュー内容に注目した属性 属性番号
1 単語数 32 平均星の数との差
2 商品名数 33 カテゴリ別レビュー数
3 単語頻度 (uni-cate) 属性番号 過去のレビュー内容に注目した属性
4 単語頻度 (uni-item) 34 単語数
5 単語頻度 (bi-cate) 35 商品名数
6 単語頻度 (bi-item) 36 単語頻度 (uni-cate)

7 固有名詞の割合 37 単語頻度 (uni-item)

8 名詞の割合 38 単語頻度 (bi-cate)

9 感嘆詞の割合 39 単語頻度 (bi-item)

10 動詞の割合 40 固有名詞の割合
11 数詞，序詞の割合 41 名詞の割合
12 形容詞の割合 42 感嘆詞の割合
13 副詞の割合 43 動詞の割合
14 形容詞比較級の割合 44 数詞，序詞の割合
15 形容詞最上級の割合 45 形容詞の割合
16 wh-句の割合 46 副詞の割合
17 意見性のある単語の数 47 形容詞比較級の割合
18 商品特徴語の数 48 形容詞最上級の割合
19 商品特徴語の頻度 49 wh-句の割合
20 段落数 50 意見性のある単語の数
21 段落の平均長 51 商品特徴語の数
22 文の数 52 商品特徴語の頻度
23 文の平均長 53 段落数
24 商品特徴語を含む文の数 54 段落の平均長
25 否定的意見文の割合 55 文の数
26 肯定的意見文の割合 56 文の平均長
27 商品紹介文との類似度 57 商品特徴語を含む文の数
28 レビュアが付けた星の数 58 否定的意見文の割合

属性番号 レビュー履歴に注目した属性 59 肯定的意見文の割合
29 全レビュー数 60 商品紹介文との類似度
30 被レビュー数 61 レビュアが付けた星の数
31 投稿の時系列上の番号

Parser（注7）いう英語構文解析システムを用いる．ここで，wh-

句として what, where, when, which, why, who, whose, how

を用いる．そして，“意見性のある単語の数”は意見語辞書中

に出てくる単語数を用いる．本研究では，意見語辞書として，

ハーバード大学が提供する General-Inquire Dictionariesとい

う辞書を用いる（注8）．また，“商品特徴語の数 ”および “商品特

徴語の頻度” は，我々が作成した商品特徴語辞書に出現する語

句の数およびその頻度の平均を用いる．商品特徴語辞書は，米

レビューサイト Epinions.comにおける特性を利用して自動で

辞書を作成した Kimら [8] の方法に従う．そして，“段落数”お

よび “段落の平均長”は改行タグ数および各改行タグ間の単語数

の平均値を用い，“文の数”および “文の平均長”は句点記号の

数および各句点記号間の単語数の平均値を用いる．また，“商

品特徴語を含む文の数”は前述の商品特徴語辞書中に出現する

語句が含まれる文の数を，“否定的意見文の割合”は，前述の意

見語辞書において否定的な意味合いで用いられる語とされてい

る単語が含まれる文の割合を用いる．“商品紹介文との類似度”

は amazon.comの編集者によって書かれた商品紹介文とのコサ

イン類似度を用い，“レビュアが付けた星の数”は，レビュアが

レビューに星の数を用いてつけた評価値を用いる．

4. 2. 5 履歴に注目した属性

レビューの履歴に基づく手法の算出方法について述べる．

“全レビュー数”は注目レビュアが過去にレビューを行った商

品数を，“被レビュー数”は注目レビュアが過去にレビューを行っ

（注7）：http://nlp.cs.nyu.edu/app/

（注8）：General-Inquire Dictionaries では，否定的な意味合いで用いられる

語には “negative”のタグが，肯定的な意味合いで用いられる語には “positive”

のタグが付けられている．http://www.wjh.harvard.edu/∼inquirer/



た商品に対する全レビュー数の平均値を用いる．そして，“投稿

の時系列上の番号”は，あるアイテムに対する全レビューを最

新のものから時系列順に並べた際の番号を総レビュー数で割っ

たものを用いる．また，“平均星の数との差”は，注目レビュア

がレビューした全商品に対して，星の数の平均値と注目レビュ

アが付けた星の数との差の絶対値を算出し，それらの総計をレ

ビュアがレビューした商品数で割り，その値を 5から引いたも

のを用いる（こうすることで，平均星の数との差が小さいほど

“平均星の数との差”の属性値が大きくなる）．また Chenらの

研究におけるレビュア評価方法をもとに “注目カテゴリにおけ

るレビュー数”を設定し，注目レビューが属するカテゴリにお

ける他の商品のうち，注目レビュアがレビューを行っていれば

その商品数を用いる．

4. 2. 6 過去に執筆したレビューの内容に注目した属性

レビュアが過去に執筆したレビュー内容に基づく手法の算出

方法について述べる.

この属性については,内容に注目した属性と同じものを用い,

算出も同様に行う. 注目レビュアの過去のすべてのレビューか

ら属性値を算出して足し合わせ,正規化を行うことで属性値を

求める.

4. 2. 7 モデルの学習と評価の方法

属性および手法の有効性を検討するためにそれぞれの属性の

値から正解値であるレビュアの評価値を予測するモデルを学習

する．具体的には，Kim ら [8] および Zhang ら [9] と同様に，

あるレビューにおける複数の属性値とレビュアの評価値の関係

を表す式を SVM回帰（SVM Regression）[11]によって求める

ことでモデルを学習する．そして，学習したモデルをもとに別

のレビューにおける複数の属性値からレビュアの評価値を予測

し，実際の評価値との相関を計測することでモデルの評価を行

う．ここで，SVM回帰とは，2値分類学習アルゴリズムである

SVM（Support Vector Machine）を回帰分析に拡張したもの

で，データを多次元空間内の点とみなし，データの分布が偏差

εに入るような超平面を求めることで適切な回帰モデルを推定

する回帰アルゴリズムである．また，実験では SVMlightという

ツールを用いてモデルの学習を行う（注9）．また，相関を計測する

際には，ピアソンの積率相関係数（Pearson product-moment

correlation coefficient）を用いる．

5. まとめと今後の予定

消費者発信型メディアの発展などにより, 誰もが簡単にWeb

上に情報を発信できるようになってきている. Web 上に存在

する大量の情報に対し，信頼できる情報をユーザ自身の判断で

特定するのは困難になると考えられる．実際に，上記で述べた

ような研究以外にもWeb上の情報の価値について評価する研

究やサービスは多く存在し，（注10）Web上の情報の信頼性を自

（注9）：SVMlight は SVM を実装したライブラリで，二値分類器および回帰モ

デルの学習を行うことができる．http://svmlight.joachims.org/

（注10）：情報の ‘質’ を評価することを目的とした DataQuality という研究プ

ロジェクト [7] などがある．

動で評価する技術は今後必要とされると思われる．そして，レ

ビュアの信頼性評価における既存手法の比較を行う本研究は，

Web上の情報の信頼性を自動で評価する際にどのような方法を

選択すればよいかを決定するための知見となると考える．

今後の予定として,取得したデータから信頼性に対する評価

値を予測するモデルを作成する．具体的には，注目アイテムに

対する注目レビュアのレビュー内容,履歴,および過去に執筆し

たレビュー内容から各属性値を算出し，レビューに付けられた

正解データとの相関を分析する．そして，相関の高い属性を特

定することで，これら３つの手法および各手法における属性の

有効性を評価する．
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