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あらまし   ネットショッピングサイトを利用する時，商品レビューを参考にする場面は多く存在するが，大量の
レビューが存在する場合，その全てを読むことは困難である．そのため，自動的に商品レビューを分析し，共通の

判断基準に基づいて要約することは，商品を比較検討する際に有益である．商品を要約する際には，「機能」や「価

格」といった商品の評価軸に基づいて分析を行うことで，リッチな情報を提供することができるが，このような評

価軸は商品のジャンル毎に異なり，固定の評価軸を入れることは難しい．そこで本稿では，実際の商品レビューを

コーパスとした，評価軸とそれに対応する評価表現辞書の自動構築手法，及び構築した評価軸情報を用いた分析手

法を提案する．評価実験においては，楽天市場の公開する「みんなのレビュー・口コミ情報」をコーパスとした分

析を行い，商品のジャンル毎にレーダーチャートを作成した． 
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1. はじめに  
楽天市場や Amazon といったネットショッピングサ

イトでは，各商品に対して購入者のレビューが寄せら

れており，しばしば購入を決定する際の助けとなる．

しかし，大量のレビューが存在する場合，その全てを

読むことは困難である．また，商品レビューには評価

の点数が付加されているものが多いが，その点数はレ

ビュアーが個人の判断で付けるものであるため，必ず

しもレビュー内容を正しく反映しているとは限らない．

そのため，自動的に商品レビューを分析し，共通の判

断基準に基づいて要約することは，商品を比較検討す

る際に有益である．  
商品レビューの分析においては，肯定語と否定語を

登録した評価表現辞書を用いる手法が有力であるが，

レビューの肯定と否定しか評価できないという問題が

ある．しかし実際には，商品には「性能」や「価格」

といった複数の評価軸が存在し，これに基づいて分析

を行うことでレーダーチャートのようなリッチな情報

を提供することができる．図 1.1 は本研究で想定する
商品選択支援システムの使用例である．プリンタの評

価軸として「解像度」や「印刷速度」といった項目を

設定する事で類似商品同士の比較検討が容易になり，

購入者は自分の価値観に合った商品をスムーズに選択

する事ができる．  
しかし，このような評価軸情報は商品のジャンル毎

に異なるため，全ての商品に対し固定の評価軸を予め

設定することは困難である．商品ジャンル毎の評価軸

を全て人手で決定するのは手間がかかる他，一度設定

したジャンルや評価軸を後から変更することが出来な

いという点で柔軟性に欠ける．  

我々は「DEIM2015」において，商品ジャンル毎のレ
ビュー内容から評価軸と評価表現辞書を構築する手法

を提案したが，形態素解析のみでの語彙獲得アルゴリ

ズムは網羅性が高くないという課題があった他，商品

レビューの分析についての提案は行っていなかった

[1]．そこで本稿では，網羅性と精度向上のための係り
受け分析を用いた語彙の獲得手法，並びに評価軸毎の

評価を分析する手法を提案する．  

 
図 1.1	 商品選択支援システムの例  

 

2. 関連研究  
2.1. 評価表現辞書の構築に関する研究  
評価表現辞書を構築するための手法は幾つか研究

されている．Kamps らの手法では，類義語関係にある
形容詞同士がリンクで結ばれた語彙ネットワークを利

用し，形容詞が「good」と「bad」どちらに近いかを計
算することで，ある語句が肯定か否定を判断する．し

かし，語彙ネットワーク内の言葉しか登録できないた

め，新語などには対応できないといった欠点がある [2]． 



 

 

一方，那須川らは周辺文脈の情報を利用した手法を

提案している．文章中に評価表現が存在すると，同じ

極性の文脈がその周辺に形成されることが多いという

仮定をもとに，既知の評価表現からブートストラップ

的に評価表現候補を収集する．その際に，既知の評価

表現の肯定・否定情報と，逆接の接続詞の有無などに

基づいて，評価極性の付与を行う [3]．  
評価表現辞書の構築にナイーブベイズ分類器を用

いる研究も存在する．鈴木らは Weblogを対象として，
半教師付き学習の EM アルゴリズムとナイーブベイズ
分類器を組み合わせて評価表現辞書の構築を行った．

抽出した素性を，肯定・否定・非評価という 3 カテゴ
リのいずれかに分類することで，評価表現を収集して

いる [4]．  
 

2.2. 評価軸の構築に関する研究  
評価軸の構築の関連研究としては，特徴語の抽出と

分類を取り上げることができる．グェンらは係り受け

関係と相互情報量に基づいて分類を行った [5]．しかし，
特徴語を分類するカテゴリと，そこに属する種語を予

め設定しておく必要があるほか，特徴語の分類にとど

まっているため，評価表現辞書と紐付けた評判分析等

については言及されていない．  
 

2.3. 評価文書の分析に関する研究  
評価文書の分析の処理は，本質的な部分で評価表現

辞書の構築と一致する場合が多い．評価表現辞書を利

用した分析としては，評価文書中に出現する評価表現

に注目し，肯定表現と否定表現の出現頻度の割合に応

じて評価を決定する (Turney 2002)の研究がある [2]．  
ナイーブベイズ分類器を用いた鈴木らの研究 [4]で

は，評価文書の分析にも同様の分類器を用いており，

EM アルゴリズムを用いた評判分析において，およそ

70%の精度で分類を行えることを示している．  
 

3. 提案手法の概要  
3.1. 用語の定義  
本研究で扱う用語について説明する．  
評価表現辞書とは，あるものを評価する語句 (評価表

現 )を，その肯定・否定の情報 (評価極性 )とともに登録
したものである．また，学習開始時に予め与えておく

既知の評価表現を種表現と呼ぶ．評価表現の候補とし

て抽出するのは，形容詞と形容動詞語幹の名詞である． 
一方，評価軸とは，「性能」や「価格」といった対

象の評価指標を表したものである．ある評価軸に特有

な語句を，その評価軸の特徴語と呼び．本研究におい

ては，一つの評価軸は特徴語の集合として表現する．

特徴語の候補として抽出するのは一般名詞である．  

評価軸と評価表現辞書は商品ジャンル毎に個別に

構築する．商品ジャンルは，商品を種類別にまとめる

「掃除機」や「プリンタ」といったグループであり，

評価実験においては楽天市場で定義されているものを

利用している．  
 

 

図 3.1	 評価表現辞書と評価軸  
 

3.2. 提案手法の概要  
本研究の提案手法は，実際のレビューからその商品

ジャンルに適した評価軸と評価表現辞書を構築する

「語彙情報の学習」と，構築した評価軸情報をもとに

商品レビューを分析，要約する「商品の評判分析」に

大別される．学習ステップにおいて入力として与える

のは，ある商品ジャンルのレビュー集合と，ジャンル

に依らない少数の種表現だけである．  
 

 

図 3.2	 提案手法の概要  



 

 

4. 語彙情報の学習  
特定のジャンルの商品レビュー集合と，種表現を用

いて，そのジャンルに適した評価軸と評価表現辞書を

構築する．本研究の提案手法は，那須川らの提案した

「周辺文脈の情報を利用した手法」[2]をもとにしたも
のであり，種表現から新たな評価表現を獲得する手法

を，評価表現と特徴語の獲得に拡張している．  
レビュー中に出現する種表現の周辺情報から，新た

な評価表現と特徴語の候補を抽出する．そして，出現

頻度等の統計情報に従って新たな評価表現と特徴語を

判定し，語彙に加える．その後は，獲得した語彙を含

めて既知の評価表現とし，繰り返し新たな語彙を獲得

していく．こうすることで，少数の種表現からブート

ストラップ的に語彙情報を増やしていくことができる．

抽出と判定の具体的な方法は後述する．新たな語彙を

得られなくなった時点で収束したものと見なす．ここ

までの手順で，評価表現辞書の構築が完了し，評価軸

を構築するための特徴語の収集が行えたことになる．

次に，収集した特徴語を意味的なまとまりに分類する

ためのクラスタリングを行う．これによって，特定の

商品ジャンルに適した評価軸を構築することができる．

図 4.1 は語彙情報の学習のフローである．  

 
図 4.1	 語彙情報の学習のフローチャート  

4.1. 評価表現・特徴語の獲得  
既知の評価表現を用いて，新たな評価表現と特徴語

を抽出する．評価表現候補については，その際に肯定

否定の評価極性も推定する必要がある．  
いずれの候補の抽出も，既知の評価表現を中心に行

うが，それぞれ異なる考え方に基づいている．前述の

通り，評価表現候補の抽出では那須川らの手法 [2]を用
いる．この手法は，「文書中に評価表現が存在すると，

その周囲に評価表現の連続する文脈が形成されること

が多く，その中では，明示されない限り，好不評の極

性が一致する傾向がある」という仮定に基づいたもの

である．一方，本研究における特徴語とは，特定の評

価指標を代表した言葉である．そのため，「この価格は

嬉しいです」という表現における「価格」のように，

文章中で評価表現と共に出現する可能性が高いと推測

できる．  
こういった背景から， [1]では形態素解析を用いて，

既知の評価表現に隣接した表現を，新たな評価表現や

特徴語の候補として抽出した．しかし，形態素解析の

みでの語彙獲得アルゴリズムは精度や網羅性が十分で

はなかった．そこで本稿では，係り受け解析を用いた

評価表現と特徴語の獲得手法を提案する．係り受け解

析は構文解析とも呼ばれ，文章中の語句の意味的な関

係を解析するものである．  
 

4.1.1. テキストの前処理  
係り受け解析は一つの文章に対して行うものだが，

商品レビューは複数の文章を含む場合が多い．そこで，

係り受け解析を行う前に，商品レビューを文章単位に

区切る必要がある．本研究では，句点の他に感嘆符や

疑問符を文章の区切り文字として扱う他，改行も文章

の区切りを表すものとして処理している．  
 

4.1.2. 係り受け解析の出力情報  
一つの商品レビューは一つ以上の文章からなり，係

り受け解析はそれぞれの文章単位で行われる．係り受

け解析によって，一つの文章は複数の文節に区切られ，

一つの文節は複数の形態素で構成される．そして文節

は係り先の文節へのリンクを整数値で所持している．  
 

 

図 4.2	 係り受け解析結果の例  



 

 

4.1.3. 評価表現候補の抽出  
商品レビューの文章中に既知の評価表現が現れた

場合，次の条件を満たす並列な文節から新たな評価表

現候補を抽出する．  
・接続詞を伴って隣接する前の文章の主節  
・同一文中の係り受け関係にある文節  
・接続詞を伴って隣接する後の文章の主節  

評価表現の候補として抽出するのは，形容詞と形容動

詞語幹の名詞としている．また，評価表現候補を抽出

する際には，その評価極性と共にカウントする必要が

ある．評価極性は以下の条件を考慮して推定する．  
1. 既知の評価表現の極性が肯定か否定か  
2. 既知の評価表現の極性が文中で反転しているか  
3. 係る接続詞 (接続助詞 )が逆接の意味を持つか  
4. 評価表現候補の極性が文中で反転しているか  

これは，既知の評価表現と候補が順接関係にあれば同

じ極性を，逆接関係にあれば逆の極性を付与すること

を意味している．2 と 4 の「極性が文中で反転してい
る」とは，極性反転子「ない」等が評価表現に続くこ

とで，「面白くない」のように本来とは逆の極性を示す

場合である．同一文中の並列用言句は係り受け解析に

よって判定しており，反転情報は文節内の極性反転子

の数に応じて決定する．「わからなくもない」といった

表現に対応するため，文節内の極性反転子が奇数個で

あれば「反転している」，偶数個であれば「反転してい

ない」と見なす．極性反転子や逆接の接続詞は予め人

手で設定しておく．  
 

4.1.4. 特徴語候補の抽出  
特徴語の候補として抽出するのは一般名詞である．

基本的には特徴語候補の抽出方法も評価表現と同様で

あり，既知の評価表現を含む文節と係り受け関係にあ

る文節を探索し，特徴語候補となる語句があれば抽出

する．また，特徴語は評価軸を構築する際に，意味的

なまとまりで分類する必要がある．本研究では評価表

現との共起関係を用いて特徴語を分類するため，特徴

語の抽出に寄与した評価表現も共にカウントしていく． 
しかし，全ての係り受け関係を共起関係として扱う

のは望ましくない．例として，「音はうるさいけど，十

分な吸引力だ」という文章があるとする．特徴語を分

類する際には，特徴語と評価表現の共起ペアとしては

（音，うるさい）と（吸引力，十分）の二つが抽出さ

れる事が望ましいが，単純な係り受け関係を用いると

（吸引力，うるさい）という組も抽出してしまう．本

研究ではこういったケースに対応するため，特徴語と

評価表現の共起関係として扱うのは，「係り受け関係に

ある文節のうち，接続詞または接続助詞を伴わずに係

るもの」とした．  

4.1.5. 評価表現・特徴語候補の抽出例  
図 4.3 に肯定の種表現として「良い」を設定した場

合の抽出例を示す．評価表現候補を下線，特徴語候補

を二重線，接続詞または接続助詞を破線で表している．

評価表現の現れた文章においては，係り受け関係から

「吸引力」が「良い」と共起する特徴語候補として抽

出される．次に，同様にして「うるさくない」という

表現が肯定であると推定される．極性反転子「ない」

を考慮して，結果的に「うるさい」が否定表現として

抽出される．また，文章の先頭に接続詞「それに」が

あるため，この文章は一つ前の文章と順接関係にある

と推測され，「使いやすい」が肯定表現として抽出され

る．一方で，一つ後の文章は先頭に接続詞「でも」が

ある．従って，評価表現の現れた文章とは逆接関係に

あると推測され，「高い」が否定表現として抽出される． 

 
図 4.3	 候補語の抽出例  



 

 

4.1.6. 評価表現と特徴語の判定  
抽出した評価表現候補と特徴語候補は，そのままで

はノイズを含む可能性が高いため，統計情報を用いて

判定を行う必要がある．  
評価表現の判定は，抽出頻度の他に推定された評価

極性の割合を用いる．評価表現候補として抽出した内

で，肯定と否定のいずれかの極性だと推定された回数

が 9 割以上であれば，その評価極性とともに評価表現
辞書に登録する．  
特徴語の判定も抽出頻度をもとに行う．また，特徴

語は主語や目的語として現れる可能性が高く，候補と

して抽出された特徴語の前後の品詞を考慮することが

有益だという報告がある [6]．そこで，特徴語候補の前
後いずれかに特定の助詞が出現する頻度をカウントし，

その割合が閾値に満たないものは候補から除外する．  
 

4.2. 評価軸の構築  
収集した特徴語を，評価表現を用いて分類する．本

研究では分類手法として教師なし学習である K-means
法を採用し，要素間の距離を測る尺度として TF-IDF
を利用する．  

 

4.2.1. 特徴語の重み付け  
特徴語の中には，頻繁に評価されるものと，そうで

ないものが存在すると考えられる．頻繁に評価される

特徴語は，そのジャンルにおいて重要な評価指標であ

る可能性が高い．したがって，特徴語に重要度を付与

すれば，後述のクラスタリングにおいて，重要な評価

指標を抽出しやすくなると考えられる．  
本研究における特徴語 𝑗の重要度𝑤!は以下のように

定義した．  
𝑤! = 𝑐!・𝑝! 

ここで， 𝑐!   は特徴語候補として抽出された回数，𝑝!   は
前述の助詞との共起確率である．助詞との共起確率を

用いることで，単なる抽出頻度よりも特徴語らしさを

表現できると考える．  
 

4.2.2. 特徴語間の距離の定義  
学習によって得られた特徴語は，類似した意味を持

つ特徴語同士が集合することで評価軸となる．正しく

評価軸を構築するには分類を正しく行う必要があるた

め，類似した意味の特徴語同士が近くなるように距離

を定義することが重要である．本研究では意味的な類

似度を表現するために TF-IDF を流用する．TF-IDF と
は本来「文書集合において，ある単語が各文書内でど

れだけ重要であるか」を表す尺度であり，しばしば文

書の分類に利用される．  

TF-IDF は以下の式で表される．  

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓!,! = 𝑡𝑓!,!・ 𝑖𝑑𝑓!   

𝑡𝑓!,! =
𝑛!,!
𝑛!,!!

  

𝑖𝑑𝑓! = log
|𝐷|

|{𝑑:𝑑 ∋ 𝑡!}|
  

𝑛!,!は単語 𝑡!の文書𝑑!における出現回数であり， |𝐷|は文
書の総数，その分母は単語 𝑡!が登場する文書数を表し
ている．「今日」等のどんな文書にでも頻繁に登場する

一般語は，tf の値は大きくなるが，idf の値は小さくな
るため， idf は一種のフィルターとして機能する．  
本研究ではこの TF-IDF を「特徴語と評価表現の関

連度」を表す尺度として用いる．これは「同じ評価軸

に属する特徴語は類似した意味を持っており，それら

は類似した評価表現と共起する可能性が高い」という

仮定に基づいている．分類対象は特徴語であるため，

本来の TF-IDFの要素を表 4.1で示すように対応させる． 

表 4.1	 本来の TF-IDF との対応表  

本来の要素  対応する要素  

単語 𝑡! 評価表現𝑒! 

文書𝑑! 特徴語𝑓! 

よって，本研究における TF-IDF は次式で表される．  

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓!,! = 𝑡𝑓!,!・ 𝑖𝑑𝑓! 

𝑡𝑓!,! =
𝑛!,!
𝑛!,!!

 

𝑖𝑑𝑓! = log
𝐹
𝐹!

 

𝑛!,!は評価表現 𝑒!と特徴語 𝑓!が係り受け関係にあった
回数であり，𝐹  は特徴語の総数，𝐹!   は評価表現 𝑒!   と共
起する特徴語の数である．よって TF-IDF は，「ある特
徴語とある評価表現がどれだけ強い相関関係にあるか」

の指標となる．  
TF-IDF の計算方法を，例を挙げて示す．「4.1	 評価

表現・特徴語の獲得」によって，以下の様な評価表現

と特徴語，および係り受け回数が得られたとする．  

表 4.2	 獲得した語彙  

特徴語  値段，価格，音  

評価表現  良い，高い，うるさい  

 
 

5 3 0

10 8 0

0 0 10

 

音 

価
格 

値
段 

良い  

高い  

うるさい  



 

 

評価表現「高い」と特徴語「値段」の TF-IDF値，  𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓!,!の
値を求める場合，𝑛!,! = 10  , 𝐹 = 3  , 𝐹! = 2  より，  
 

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓!,! = 𝑡𝑓!,!・ 𝑖𝑑𝑓! 

	 	          =
10
15
・ log

3
2

 

      = 0.27 
 
となる．全ての評価表現と特徴語の組み合わせに対し

て計算すると，以下の TF-IDF ベクトルが完成する．  

 

 

0.14 0.11 0

0.27 0.29 0

0 0 1.10

 

 
これにより各特徴語と各評価表現の関連度を定義

することができる．ここで特徴語を，評価表現数を次

元とする空間の点とみなすことで，特徴語間の距離を

定義することができるため，クラスタリングによる特

徴語の分類が可能となる．なお，実際に用いる値は，

TF-IDF を特徴語ごとに正規化したものである．  
 

4.2.3. 特徴語の分類  
特徴語のクラスタリングには K-means 法を用いる．

K-means 法は非階層的クラスタリングと呼ばれる分割
手法の一つである．予め学習データを与える必要のな

い教師なし学習であり，評価関数を用いて対象を K 個
のクラスタに分類する．特徴語を分類して構成された

集合一つ一つが評価軸となる．  
K-means 法では，クラスタに属する全要素の平均を

取ることで，各クラスタのセントロイドを計算し，最

も距離の近いセントロイドのクラスタに要素を再分類

する．クラスタ重心の計算と再分類を繰り返し，変化

がなくなった時点で収束したとみなす．通常は，セン

トロイドの計算における各要素の重みは等価であるが，

本研究ではそこに特徴語の重要度を加味する．クラス

タ 𝐶のセントロイドの，評価表現 𝑒!に対応する要素
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑!,!は以下の式で与えられる．  

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑!,! =
𝑤!・ 𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓!,!!!  ∈  !

𝑤!!!  ∈  !
 

これにより，重要な特徴語を中心とした評価軸が構成

されやすくなり，実際のレビューに即した分析を行う

ことが出来るようになると期待できる．  

5. 商品の評判分析  
商品選択支援システムの利用時には，構築した評価

軸と評価表現辞書を使用して評判分析を行う．本研究

における評判分析では，一つ一つの商品に対して「商

品の総合的な評価」と「評価軸ごとの評価」を知るこ

とができる．  
 

5.1. 商品の総合的な評価  
商品の総合的な評価は，レビュー内の主節の評価極

性を判定することで行う．一つのレビューに対しては，

肯定表現と否定表現の比率を計算することで評価値を

算出する．この際，学習時と同様に極性反転子の存在

を考慮して極性を決定する．該当ジャンルにおける全

レビューの評価値の平均と標準偏差を計算した後，該

当商品のレビューの評価値の偏差値を集約することで，

その商品の総合的な評価とする．  
 

5.2. 評価軸ごとの評価  
構築したそれぞれの評価軸に属する特徴語をもと

に評価を行う．商品レビュー内で特徴語と評価表現が

存在する文節が係り受け関係にある箇所を探索し，評

価表現の極性値を，特徴語が属する評価軸の評価値と

して加算していく．集約する方法は総合的な評価と同

様である．  
 

6. 評価実験  
6.1. 楽天データ  
学習用のコーパスには，楽天株式会社の公開データ

セットである「みんなのレビュー・口コミ情報」を使

用する．これには楽天市場の商品レビュー情報が収め

られており，2010 年から 2012 年までの 3 年間分のレ
ビューが公開されている．本研究ではこのデータセッ

トから，「レビュータイトル」と「レビュー内容」のカ

ラムを合わせて，一つのレビューとして扱う．  
評価実験で扱うジャンルは表 6.1 の通りである．商

品ジャンルは楽天市場で定義されており，これをもと

に商品を分類してそれぞれのコーパスを生成している．

なお，大量の商品レビューの中には同一ユーザによる

同一内容のものもしばしば見られるため，同一内容の

レビューは 1 つしか扱わないこととした．  
 

表 6.1	 ジャンル毎のコーパス情報  

ジャンル名  レビュー数  

掃除機  100000 

腕時計  100000 

  

良い  

高い  

うるさい  

音 

価
格 

値
段 



 

 

6.2. 評価軸と評価表現辞書の構築  
前述の 2 つのジャンルにおいて，評価軸と評価表現

辞書の構築実験を行った．各ジャンルで抽出された評

価表現と，各ジャンルで構築された評価軸の情報を以

下に示していく．なお，初期条件として与える種表現

は，表 6.2 に示す通りである．  

表 6.2	 評価実験における種表現  

肯定表現  満足  

否定表現  不満  

 

6.2.1. 評価表現辞書の構築結果と考察  
各ジャンルにおける評価表現辞書の構築結果を以

下に示す．  
 
表 6.3	 「掃除機」ジャンルの評価表現抽出結果  

肯定表現  

赤い，ありがたい，有難い，イイ，

薄い，うれしい，嬉しい，おしゃれ，

オシャレ，お洒落，面白い，快適，

賢い，かっこいい，カッコイイ，  
かっこよい，可能，軽い，かわいい，

可愛い，簡単，気持ちいい，気持ち

良い，きれい，キレイ，綺麗，小型，

コンパクト，白い，迅速，シンプル，

素敵，すばらしい，素晴らしい，  
スムーズ，清潔，楽しい，小さい，

強い，丁寧，手軽，手ごろ，  
ばっちり，早い，速い，便利，不要，

丸い，満足，安い，易い，よい，楽，

楽ちん，ラッキー  

否定表現  
痛い，うるさい，煩い，億劫，重い，

固い，残念，邪魔，大変，つらい，

辛い，太い，不便，不満，難しい  
 
 
表 6.4	 「腕時計」ジャンルの評価表現抽出結果  

肯定表現  

明るい，ありがたい，安価，安心，

イイ，薄い，うれしい，嬉しい，  
おしゃれ，オシャレ，お洒落，  
面白い，快適，かっこいい，  
カッコイイ，格好いい，かっこよい，

軽い，かわいい，可愛い，きれい，

キレイ，綺麗，静か，上品，丈夫，

ショック，親切，迅速，すごい，  
凄い，素敵，すばらしい，スムーズ，

大好き，楽しい，丁寧，手ごろ，  
手頃，はやい，早い，速い，豊富，

満足，見やすい，珍しい，優しい，

やすい，安い，易い，柔らかい，  
よい，良い，楽，ラッキー，良好  

否定表現  痛い，残念，邪魔，ない，不満  

 
次に，人手により作成した正解データを用いて適合

率，再現率，F 値を算出した結果を表 6.5 に示す．  

表 6.5	 評価表現辞書の F 値  

ジャンル名  適合率  再現率  F 値  

掃除機  94.3% 37.1% 0.532 

腕時計  93.3% 34.8% 0.507 

 
この結果から，係り受け解析による評価表現の収集

では，抽出対象に形容動詞語幹の名詞を加えていなが

ら，[1]の実験結果よりも高い適合率での収集が行えて
いることが確認できた．  

 

6.2.2. 評価軸の構築結果と考察  
評価軸の構築結果を以下に示す．K-means 法におけ

るクラスタ数 K は 7 とした．また，各評価軸の特徴語
はセントロイドとの距離の降順，すなわち評価軸にお

いて重要である順番に並んでいる．  
 
表 6.6	 「掃除機」ジャンルの評価軸構築結果  

評価軸 1 価格，金額，お値段，値段，送料，  
消耗品，電気代，送料無料  

評価軸 2 
色，カラー，見た目，色合い，形，  
様子，動き，ボディ，姿，ライト  

評価軸 3 本体，ヘッド部分，ヘッド，ノズル，
バッテリー，面，重量，紙パック  

評価軸 4 
パワー，吸引力，ハンディタイプ，妻，

段差，使用感，性能，コードレス，  
使い勝手，コードレス掃除機，力  

評価軸 5 
騒音，ダイソン，動作音，音，  
メンテナンス，取り扱い，取り外し，

お手入れ，説明書  

評価軸 6 
汚れ，フローリング，埃，ごみ，部分，

毛，仕上がり，ブラシ，空気，  
カーペット，ダストボックス  

評価軸 7 
場所，人，最初，ルンバ，母，  
ハンディ，ハンディクリーナー，うち，

階段掃除，ホース  
 

表 6.7	 「腕時計」の評価軸構築結果  

評価軸 1 
お値段，価格，値段，金額，とこ，  
送料，種類，カラーバリエーション  

評価軸 2 針，見た目，ケース，大きさ，箱，  
文字盤，画面，日付，形，色合い，… 

評価軸 3 バンド，ベルト，部分，液晶，本体，
最初，作り，厚み，革，仕上げ  

評価軸 4 
重さ，付け心地，安っぽさ，装着感，

つけ心地，説明書，手間，チタン，  
使用感，返信，重量  

評価軸 5 

使い勝手，質，質感，評判，  
フィット感，使い心地，品質，重量感，

コストパフォーマンス，性能，相性，

視認性，精度  

評価軸 6 音，動作音  

評価軸 7 主人，子供，人，デザイン性，娘，  
モデル，息子  



 

 

いずれの構築結果においても，「価格」に関する評

価軸を抽出できている．「価格」は明らかに全ての商品

ジャンルに共通する評価軸である．また，外見に関す

る評価軸がそれぞれのジャンルで現れている．「掃除機」

の評価軸 2，3 はそれぞれ「見た目」と「パーツや形状」
に関する評価軸であり，「腕時計」の評価軸 2，3 は，
それぞれ「文字盤」と「外装」に関する評価軸だと考

えられる．一方で，それぞれのジャンルに特有な評価

軸も構築することができた．「掃除機」では「吸引力」

や「音」に関する評価軸等が現れ，「腕時計」のジャン

ルでは「つけ心地」や「品質」の評価軸が生成された．  
また，本研究において特徴的な評価軸は，「掃除機」

の評価軸 6 と「腕時計」の評価軸 7 である．前者は一
見すると評価軸ではないが，レビューを分析すれば，

「汚れが綺麗になった」といった「使用感」の評価が

得られる．後者の軸は腕時計をプレゼント用途で購入

したユーザの評価を分析する際に有益である．  
以上の結果から，商品レビューを評価する際に有用

な評価軸を構築することが出来たと考える．  
 

6.3. 評判分析の実験と考察  
最後に，「掃除機」と「腕時計」のジャンルでそれ

ぞれ構築した評価軸と評価表現辞書を用いて，各ジャ

ンルで 2 つの商品を対象に評判分析を行った．以下に
その分析結果を示す．なお，評価軸のラベルは人出で

判断した．  
 

 
図 6.1	 「掃除機」ジャンルの評判分析結果  

 

 
図 6.2	 「腕時計」ジャンルの評判分析結果  

上記の結果から，構築した評価軸と評価表現辞書を

用いることで評判分析が行えていることが確認できた．

楽天市場での商品レビューは通常 1 から 5 の評価値で
しか表現されておらず，商品の種別ごとに評価軸は存

在しない．しかし，このシステムを利用すれば，特定

の評価項目についての評価を知ることができ，他の商

品との比較が容易になることが期待される．  
 

7. おわりに  
本論文では，ネットショッピングサイトにおける商

品選択を支援するための技術として，係り受け解析と

特徴語の重み付けにより [1]の手法を拡張した．評価実
験においては適合率と再現率の両方で精度の向上を確

認したほか，評価軸毎の評判分析を行い，提案手法に

よる評判分析の有用性を示した．  
関連研究では，教師データや種語集合などの初期の

学習情報を人出で用意しなければいけない場合が多く

あった [4][5][6]．一方で，本研究で与える必要がある
入力は商品ジャンルに依らない少数の種表現だけであ

り，汎用的な利用が可能である．  
今後の課題としては，語彙情報構築や評判分析の精

度向上の他に，評価軸の構築結果および評判分析結果

の妥当性を如何にして定量評価するかという点が挙げ

られる．特に評価軸に関しては，正解データの作成が

困難であるため，適当な基準を考案する必要がある．  
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