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あらまし 本稿では，ユーザへの商品推薦に活用することを目的とし，ECサイトなどに投稿された商品レビューか

ら商品の特徴を表す語を抽出する手法を提案する．我々は，商品を構成する各属性のうちレビュー内で賛否が分かれ

た属性は利用者の印象に強く残った属性であり，商品の重要な特徴であると定義した．提案手法では，商品を構成す

る属性への肯定評価や否定評価を表す評価表現を含む文をレビューから抽出し，評価の対象となった各属性を商品の

特徴語候補とする．候補となった各属性の賛否が分かれた度合いを属性の肯定評価率で表し，肯定評価率を考慮して

算出した特徴度を用いて商品の特徴語を抽出する．抽出した特徴語を用いて商品の特徴ベクトルを作成し，他の商品

の特徴ベクトルとのコサイン類似度を計算することで類似する商品をユーザに推薦する．

キーワード 商品レビュー，テキストマイニング，評価表現抽出

1. は じ め に

近年，Amazon.co.jp に代表される EC（電子商取引）サイ

トに投稿された膨大な量の商品レビューから消費者にとって有

益な情報や消費者が好む未知の商品を抽出・推薦する研究が盛

んに行われている．本研究では，ユーザへの商品推薦のために

ECサイトなどに投稿された商品レビューから商品の特徴を表

す特徴語を抽出することを目的とし，レビューから抽出した商

品への評価意見を含む文（評価表現文）から商品の特徴語を抽

出する手法を提案する．

本研究では，商品への評価表現文から抽出された評価属性の

うち賛否が分かれた属性は商品利用者の印象に強く残った属

性であり，商品の重要な特徴であると定義した．Baumeister

ら [1]は悪い出来事や悪印象の方が人間の印象に残りやすいと

いう仮説をたて，人間社会のさまざまな現象を説明した．また，

吉川 [2]はポジティヴな評価の印象 (好印象) よりもネガティヴ

な評価の印象 (悪印象) の方が持続しやすく覆しにくいという

ことを，(1) 悪印象は好印象よりも覆しにくく，(2) 悪印象は好

印象よりも持続しやすい，という 2つの仮説を実験的に検証す

ることで示した．

これらの先行研究が示した，人間は良い印象よりも悪印象か

らより強い影響を受けるという事実を考慮して，我々は評価属

性が否定的な評価を受けた割合と頻度を考慮することで利用者

の印象に強く残った商品の特徴的な属性を抽出できると考えた．

本研究では，肯定評価のみを受けた評価属性は商品の優れた

点ではあるが利用者の印象にあまり残らなかったもの，否定評

価のみを受けた評価属性は商品の劣った点ではあるが利用者の

印象に強く残ったものであると考え，肯定評価と否定評価を共

に多く受けている評価属性は商品の優れていてかつ利用者の印

象に強く残った属性であり，商品の特徴的な特徴語であると定

義した．

提案手法では商品レビューから評価表現文を抽出し，評価の

対象となった各評価属性を商品の特徴語候補とする．候補と

なった各評価属性の賛否が分かれた度合いを肯定評価率を用い

て算出し，評価属性の特徴度とする．この特徴度を考慮して商

品の特徴語を抽出しユーザへの商品推薦に用いる．

本論文の構成は下記のとおりである．2章では商品レビュー

を対象とした関連研究について述べる．3章では，本手法で定

義した特徴度を用いた特徴語の抽出手法について述べる．4章

では，抽出した特徴語を用いた商品の類似度判定手法について

述べる．5章では，評価実験を行い抽出した特徴語の有用性を

評価する．

2. 関 連 研 究

上拾石ら [3]は，ユーザによる商品購入の意思決定を支援す

るために膨大な量のカスタマーレビューの意見を解析しその結

果を円グラフなどで視覚化するシステムを提案した．このシス

テムでは評価表現として（対象物、属性表現、評価表現）を抽

出することに加え，その商品固有の属性や評価値を「特徴表現」

として抽出することでユーザの意思決定をより円滑にすること

を目的としている．商品の特徴表現を取り出す点で本研究と関

連があるが，出現頻度の高い属性や評価値上位 10件の中で他

の商品には現れないものを特徴語と判定する点などで本研究と

異なっている．

中野ら [4]は，商品に対する評判を属性と意見から構成され

る属性-意見ペアとして定義し商品レビューの要約として属性-

意見ペアの集合を抽出する手法を提案している．商品レビュー

の要約を作成することで商品の特徴を把握できる点で本研究と

関連があるが，どの属性が商品の特徴的な要素なのかは考慮し

ない点で本研究と異なっている．

小林ら [5]は，商品へのユーザレビューが複数のサイトに分

散していることや星印などによる点数評価のみでは効率的に肯

定的/否定的な評価のみを閲覧することが難しい問題を解決す

るため,指定した商品へのユーザレビューを複数のサイトから

自動的に収集する手法を提案している.この手法では，収集し

たレビューを文単位に分割し,形態素解析およびナイーブベイ



ズを用いて肯定的な意見が含まれる文と否定的な意見が含まれ

る文に分類する.評価表現文を収集し，肯定的な意見が含まれ

る文と否定的な意見が含まれる文に分類する点で本研究と関連

があるが，評価対象となった属性や商品の特徴を考慮しない点

で本研究と異なる．

那須川ら [6]は，ある対象に関して評価を記述する際には，好

評もしくは不評の意見を列挙することが多く，好不評の属性を

反転させる際には「けれども」「しかし」といった接続表現で

明示することが多いことに着目し，少数の種表現からその周辺

の新たな評価表現候補とその極性を抽出することで，評価表現

とその極性を文書データから教師無し学習で獲得する手法を提

案した．評価表現とその極性の関係性に着目する点で本研究と

関連があるが，評価表現辞書の構築そのものを目的とする点で

本研究と異なる．

3. 極性分析に基づく特徴語抽出

本研究ではある商品に対して投稿されたレビュー集合をシス

テムの入力として用いる．システムはレビュー集合に含まれる

評価表現文を抽出する部分，抽出した評価表現文の極性を分析

し商品の特徴語を抽出する部分，類似した特徴をもつ他の商品

を抽出した特徴語を用いて探索する部分の 3つから構成されて

おり，入力に用いられた商品と似た特徴を持つ商品が最終的な

出力としてユーザに推薦される．提案手法の概要は図 1で表さ

れ，この章では入力されたレビュー集合からの評価表現文およ

び特徴語の抽出方法について述べる．

3. 1 評価表現文の抽出

本研究では商品への何らかの評価を表す評価表現を含む文を

評価表現文と呼び，各評価表現文は（評価属性，極性）の組を

１つ以上持つものと定義する．評価属性とは評価表現によって

評価された商品の要素であり，極性は属性への肯定的・否定的

な評価である．たとえば，「値段は手頃だと思います」という評

価表現文ならば「手頃」が評価表現であり，「値段」が評価属性，

極性は肯定である．

一般に評価表現は（評価対象，評価属性，極性）の３つ組み

で表されることが多い [7]が，本研究が対象とする商品レビュー

においてはある商品に対してのレビューに含まれる評価表現文

の評価対象であり，多くの場合その商品のなんらかの属性への

評価であると考えられるため評価対象は考慮しないものとした．

図 1 提 案 手 法

また，評価表現辞書として乾らが公開している日本語評価極

性辞書を用いた（注1）．これは小林ら [8] が作成した評価値表現

辞書を一部改変し人手で評価極性情報を付与したデータであ

り，登録されている評価表現は評価の極性（肯定的か否定的か）

と主体（客観的か主観的か）の組み合わせによって（肯定，主

観），（否定，主観），（肯定，客観），（否定，客観）の４種類に

分類されている．

本研究は商品レビューからレビュアーの印象に残った属性を

抽出することを目的としているため，レビュアーの主観的な評

価を用いることで効率良く印象に残った属性を抽出するために

（肯定，主観）として登録された 1883件，（否定，主観）として

登録された 2756件を評価表現として用いた．

この評価表現辞書を用いてレビューに含まれる評価表現文を

抽出する．システムは入力されたレビュー集合からタイトルな

どを除いたレビュー本文のみを抽出し，句読点などで文単位に

分割する．分割後，各文に対して形態素解析を行い評価表現が

含まれている場合はその文を評価表現文として抽出する．

このとき，各評価表現は複数の形態素の原形の組み合わせと

して評価表現辞書に登録されている．これは語尾が活用された

場合などの表記揺れに対応するためである．たとえば，「可愛げ

がない」という評価表現は辞書内では「可愛い げ が ない」と

いう形式で登録されている．このように登録することで，「可愛

げがなく」などの「なく」が活用された場合であっても，形態

素解析を行い各形態素の原形を評価表現辞書と照合することで

評価表現を精度良く抽出できる．

3. 2 評価属性の極性判定

本研究では評価属性となる単語は名詞であると仮定し，評価

表現文に含まれる名詞を評価属性の候補とする．これは，評価

属性は何らかの評価表現によって評価される商品の要素であり，

評価表現文の主語や目的語になりうる単語であると考えられる

ためである．

名詞かどうかの判定には形態素解析エンジンであるMeCab [9]

の解析結果を用いる．各評価表現文にMeCabを用いて形態素

解析を行い，名詞と判定されたものを評価属性として抽出する．

このとき，品詞情報に “非自立”，“名詞形容動詞語幹”，“代名

詞”，“副詞可能”，“接尾”のいずれかを含む名詞は抽出対象と

しない．

また，抽出された各評価属性の極性は形態素間距離が最も近

い評価表現の極性と一致すると判定する．例として，「音楽は良

いと思うがストーリーがつまらない」という評価表現文に対す

る評価属性の抽出と極性の判定例を図 2に示す．

図 2 評価属性の抽出と極性の判定例

（注1）：http://www.cl.ecei.tohoku.ac.jp/index.php?Open%20Resources



名詞である「音楽」と「ストーリー」が評価属性として抽出

され，「音楽」の極性は形態素間距離が最も近い評価表現である

「良い」と一致すると判定され，「良い」の極性である肯定的な

評価を，「ストーリー」の極性は形態素間距離が最も近い評価表

現である「つまらない」と一致すると判定され，「つまらない」

の極性である否定的な評価を受けたと判定する．

以上の工程を抽出された各評価表現文に対して行い，特徴語

の候補となる評価属性を抽出していく．同時に，抽出された各

評価属性の肯定評価回数，否定評価回数，および肯定評価率を

算出し，これらの情報を用いて評価属性の中から商品の特徴語

を抽出していく．

3. 3 特徴語の抽出

算出した肯定評価率が 0.5のとき，評価属性の肯定評価回数

と否定評価回数は等しく評価属性への賛否は完全に拮抗してい

るため，肯定評価率が 0.5に近い評価属性ほど本研究で定義す

る特徴語として適しているといえる．

しかし，一般に商品を使用した消費者全員が商品レビューを

書くことは少なく，商品レビューは商品を使用した全消費者の

意見の一部分であることがほとんどである．そのため，商品レ

ビューから算出した肯定評価率を用いて特徴語を抽出する際に

は，消費者全体の集合における肯定評価率との誤差を考慮する

必要がある．

ここで，消費者全体の集合を母集団，商品レビューを標本と

考えると，母集団におけるある評価属性 T の肯定評価率P̄は商

品レビューから算出した肯定評価率 P の母比率として求められ

る．T を含む評価表現文数を sf としたとき，母比率P̄の 90%

信頼区間は次式で定義される．

P − d <= P̄ <= P + d (d = 1.64

√
P (1− P )

sf
) (1)

dは信頼区間の片側の幅を表し，信頼区間の右端での P の値

は PR = |P + d|，左端での P の値は PL = |P − d|である．ま
た，PRと 0.5との距離を DR = |0.5− PR|，PLと 0.5との距離

を DL = |0.5 − PL|とすると，評価属性の特徴度 F は次式で

定義される．

F = 1− DR +DL

2
(2)

F の値は，PRと PLの値がともに 0.5に近いほど増加するた

め，F は誤差を考慮した評価属性の賛否が分かれる度合いを測

る指標であるといえる．この特徴度 F の値が大きい順に評価属

性をランキングし，上位から抽出した任意の数の評価属性を商

品の特徴語とする．表 1に，特徴度 F の算出例を示す．評価属

性「CG」と「ストーリー」において，肯定評価率は「CG」の

方がより 0.5に近い値だが総評価回数は「ストーリー」の方が

多く，特徴度は「ストーリー」の方がより高くなる．

表 1 特徴度 F の算出例
評価属性 肯定評価回数 否定評価回数 総評価回数 肯定評価率 特徴度

CG 10 10 20 0.5 0.82

ストーリー 40 60 100 0.4 0.89

4. 類似した特徴を持つ商品の判定

抽出した特徴語を用いて商品の特徴ベクトルを作成する．本

研究では，その商品のレビュー集合をひとつの文書とみなし

bag-of-words方式の文書ベクトルとして特徴ベクトルを作成す

る．すべての商品のレビュー集合から n個の特徴語が抽出され

たとき，特徴ベクトルは各評価属性を基底ベクトルとする n次

元のベクトルとして表現される．

このとき，商品の特徴語を基底とする次元の値は (2)で算出

された特徴度でありそれ以外の次元の値はすべて 0とする．商

品の特徴語のうち i 番目の特徴語の特徴度を fiとすると，商

品 I の特徴ベクトルは次式で定義される．

I = (f1, f2, · · · , fn) (3)

たとえば，ある商品 Ix が特徴語として (“キャラク

ター”,“CG”, …，“音楽”)を持ち，それぞれの特徴度が (“キャ

ラクター”=6.35,“CG”=2.71, …，“音楽”=4.49)であるとする

と，Ix の特徴ベクトルは次式で定義される．

Ix = (6.35, 2.71, · · · , 4.49) (4)

以上の処理を複数の商品に対して行い各商品の特徴ベクトル

を作成後，ユーザが入力した商品と各商品とのコサイン類似度

を算出し，コサイン類似度が高い商品を入力された商品と類似

する商品としてユーザに推薦する．このとき，商品 Ixと商品 Iy

のコサイン類似度 Sim(Ix, Iy)は次式で定義される．

Sim(Ix, Iy) =
Ix · Iy

∥Ix∥∥Iy∥
(5)

5. 評価実験と考察

システムの評価実験として，代表的なECサイトであるAma-

zon.co.jpに投稿された商品レビューを入力とし，提案手法を用

いて特徴語の抽出を行った．実験では将来的な商品推薦への利

用を考慮し，本研究で定義した特徴度に基いて抽出した特徴語

が，我々の仮説通りに商品利用者の印象に残った属性であると

いえるかを評価する．

被験者は商品カテゴリ「本・コミック・雑誌」「DVD・ミュー

ジック・ゲーム」のどちらかに当てはまる商品を１つ選択し，

選択された商品への商品レビューをシステムへの入力とする．

比較手法である単語頻度による評価属性のランキングと，提案

手法の特徴度による評価属性のランキングを作成する．

各ランキングの上位 10単語からなる合計 20単語を被験者に

表示し，商品の印象に残る特徴と関連する単語を被験者が任意

の数だけ選択した．各ランキングの平均適合率を評価指標とし，

上記の実験を 4人の被験者に対して行い，5商品について回答

を得た．実験結果を表 2に，単語頻度と提案手法により商品レ

ビューから抽出された特徴語を表 3に示す．

実験の結果，提案手法によるランキングは平均適合率の平均

値において比較手法である単語頻度によるランキングを上回っ

た．表 2より，「コール オブ デューティ アドバンスド・ウォー



表 2 実 験 結 果

平均適合率

商品名 商品カテゴリ レビュー数 評価表現文 単語頻度 提案手法 d の平均値

コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア [字幕版] ゲーム 238 504 0.610 0.816 0.155

ハイキュー!! 1 (ジャンプコミックス DIGITAL) コミック 71 185 0.916 0.604 0.318

劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 DVD 262 754 0.648 0.830 0.183

DRAG ON DRAGOON ゲーム 193 567 0.605 0.567 0.135

トイ・ストーリー 3 (期間限定) [DVD] DVD 268 447 0.175 0.500 0.279

平均値 206 491 0.590 0.663 0.214

表 3 各商品から抽出された特徴語

商品名 特徴語

コール オブ デューティ
単語頻度 ラグ ゲーム 武器 PS カク 人 プレイ マルチ フリーズ マップ

提案手法 ラグ 武器 ゲーム マルチ 自分 PS カク ゴースト フリーズ キャンペーン

ハイキュー!!
単語頻度 漫画 バレー スポーツ ジャンプ キャラ ー 人 作品 影山 連載

提案手法 ー ストーリー 前作 時代 画 影山 印象 アニメ 試合 シーン

まどかマギカ
単語頻度 むら 作品 まどか 映画 劇場 物語 少女 人 自分 魔法

提案手法 少女 魔法 TV 物語 結末 テレビ 意味 魔女 最後 、

DRAG ON DRAGOON
単語頻度 ゲーム ストーリー 人 ドラゴン 敵 武器 世界 主人公 エンディング 作品

提案手法 ゲーム ストーリー 人 武器 ドラゴン 世界 操作 エンディング 敵 作品

トイストーリー 3
単語頻度 おもちゃ 映画 ストーリー 子供 作品 アンディ トイ 大人 ウッディ 感動

提案手法 アンディ 物語 別れ ウッディ オモチャ シーン おもちゃ 特典 ドキドキ 姿

フェア [字幕版] 」（以下「コール オブ デューティ」），「劇場版

魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語 (完全生産限定版)」

（以下「まどかマギカ」），「トイ・ストーリー 3 (期間限定)」（以下

「トイストーリー 3」）は提案手法が比較手法を平均適合率で上

回った商品，「ハイキュー!! 1 (ジャンプコミックス DIGITAL)」

（以下「ハイキュー」），「DRAG ON DRAGOON」は提案手法

が比較手法を平均適合率で下回った商品である．なお表中の d

は，式 1 で定義した各評価属性の P̄ の信頼区間の片側の幅で

ある．

表 2より，「コール オブ デューティ」から抽出された特徴語

の dの平均値は 0.155と比較的小さいことが確認できる．「コー

ル オブ デューティ」には 238件の商品レビューが投稿されて

おり，レビューに含まれる評価表現文数は 504件存在した．評

価表現文数が充分多かったため，信頼区間の幅が狭くなり，精

度良く商品の特徴語が抽出できたと考えられる．一般に，充分

な数の商品レビューが投稿されている商品ほど多くの評価表現

文が含まれ，提案手法の精度は向上すると考えられる．

一方，「ハイキュー」から抽出された特徴語の d の平均値は

0.318であり，実験に使用された 5商品中最も大きかった．「ハ

イキュー」に対して投稿された商品レビューは 71件，レビュー

から抽出された評価表現文数も 185 件と 5 商品の中で最も少

なく，充分な数の評価表現文が得られなかったことで信頼区間

の幅が広くなり，精度が低下したと考えられる．また，商品の

頻出単語ほど単語頻度によるスコアは高くなるため，商品レ

ビューの数が充分でない場合は単語頻度によるランキングの精

度が高くなると考えられる．

実験結果から確認された提案手法の問題点として，レビュー

中では「第二世代 PS3を使用してるのだが、カクツキがハンパ

じゃない」など「カクツキ」として記述されている単語が，形

態素解析の結果「カク」と「ツキ」に分割されて抽出されるな

ど，単語が本来の長さより短く分割されて抽出される例が多く

みられた．提案手法では，評価属性となる名詞を抽出するため

の単語辞書などは別途用意せずMeCabの解析結果のみを用い

たため，「カクツキ」のようなゲームについてのレビュー特有の

単語を名詞と判定することができなかったと考えられる．

また，「コール オブ デューティ」における特徴語「ゲーム」

など，商品ジャンルに関連する単語が上位になりやすい傾向も

見られた．抽出された評価表現文の 1つである「今までの CoD

と比較すると非常にロードが遅いゲームになってます」などに

見られるように，これらのジャンルに関連する単語は他の評価

属性と共起しやすいため評価属性として抽出されやすいと考え

られる．

さらに，商品が属するカテゴリによって，単語頻度により抽

出される特徴語と提案手法で抽出される特徴語の重複数に変化

が見られた．表 3より，単語頻度と提案手法で抽出された特徴

語全 20単語のうち重複したものの個数は，商品カテゴリ「コ

ミック」「DVD」に属する「ハイキュー」では 2単語，「まど

かマギカ」では 3 単語，「トイストーリー」では 3 単語，商品

カテゴリ「ゲーム」に属する「コール オブ デューティ」では

7単語，「DRAG ON DRAGOON」では 9単語と，商品カテゴ

リ「ゲーム」に属する商品から単語頻度と提案手法により抽出

された特徴語は多く重複する傾向が見られた．また，表 2より，

特徴語の重複数と平均適合率やレビュー数との間に相関は見ら

れなかったことから，これらの傾向は商品カテゴリに起因する

ものと考えられる．

これらの要因として，「コール オブ デューティ」への商品レ

ビューでは「武器に残弾数が出るのはちょっと見づらいなと思

いました」「とにかくロードの遅さ、フリーズ、ラグだけは今す



ぐに直してもらいたいです」，「DRAG ON DRAGOON」への

商品レビューでは「操作するのがジェット機ではなく生きたド

ラゴンなのが、方向転換の点で柔軟な動きができてイイと思い

ます」「ドラゴンは操作性悪い，武器の個性も薄い」など，ゲー

ムシステムや操作性などに関するレビューが多数投稿され，賛

否が分かれる点がこれらの要素に集中したためと考えられる．

商品「DRAG ON DRAGOON」はレビュー数が 193件と比

較的多かったにも関わらず，平均適合率において単語頻度によ

るランキングを下回ったことなどから，ゲームなどのシステム

や使いやすさをレビューに含みやすい商品ではレビュー数が十

分な数あっても単語頻度との差が付きにくいと考えられる．ま

た，商品カテゴリが映画や書籍などの場合でも商品の仕様や

販売方法へのレビューが多いと同様に精度が低下する可能性が

ある．

これらの問題点を解決する方法として，商品が属するジャン

ルの特徴や商品レビュー特有の表現などを考慮した単語辞書を

用意することなどが考えられる．

6. ま と め

本論文では ECサイトなどに投稿された商品レビューから商

品の特徴語を抽出する手法について提案した．提案手法では，

商品を構成する評価属性のうち賛否が分かれるものが利用者の

印象に強く残った特徴であると定義し，商品レビューに含まれ

る評価表現文から抽出した評価属性の特徴度を算出し，商品の

特徴語を抽出した．評価実験の結果，充分な商品レビュー数が

投稿されている商品に対しては，提案手法の有効性を確認する

ことができた．

今後の課題としては，今回は肯定評価率が 0.5に近いほど特

徴度が高いと定義したが，システムの入力に使用するレビュー

サイトごとにレビューに含まれる評価の極性の傾向に差異があ

ると考えられるため，サイトごとの肯定評価と否定評価の付き

やすさを考慮することなどによる特徴度の算出手法の改良が考

えられる．

また，提案手法では肯定評価率の母比率を算出し信頼区間の

幅を特徴度の算出に用いたが，代替手法として肯定評価率と否

定評価率による二項分布の分散を用いることも検討している．

また，評価表現文や評価属性の判定・抽出精度の改善，および

抽出した特徴語を用いた商品推薦手法を検討している．
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