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あらまし：本研究では，ショッピングサイトのレビューから経験情報を含む有用でかつ少数のレビ
ュー筆者が着目した商品の利点，欠点について記載されたレビュー文を希少なレビューとし抽出す
る手法を提案する．具体的には経験マイニングを行い抽出されたレビューの中から，クラスタリン
グによって得られた凝集性の低い単語を含むレビューを抽出する．

１．はじめに
近年，オンラインショッピングサイトの普及
により，インターネットを通じて手軽に商品を
購入することが可能となっている．このオンラ
インショッピングサイトでは数多くの商品を扱
っているため，ユーザが購入を判断する要因の
一つとして，レビューがある．レビューは年間消
費を約１兆 5200 億円押し上げているという研究
報告[1]があり，
ユーザの購入判断に大きな影響を
与えていると考えられる．レビュー文によって
は，商品を利用した経験を含む有用なレビュー
や，少数のレビューの著者のみが着目した商品
の利点，欠点が記載されたレビューがある．これ
らは有用でありかつ希少であると考えられる．
しかしながら，レビューの数は膨大でありユー
ザがこれら有用であり希少なレビューをすべて
探し出すのは困難である．
そこで本研究では，商品を利用した経験を含み
かつ，見落してしまう可能性のある少数意見のレ
ビューを「有用で希少なレビュー」として，膨大
なレビューからこの有用で希少なレビューを抽
出する手法を提案する．具体的には膨大なレビュ
ーから経験マイニング[2]を用いて経験を含む有用
なレビューを抽出する．次に抽出されたレビュー
に対し Repeated Bisection 法[2]を用いてクラス
タリングを行い各クラスタ毎の凝集性により希
少なレビューを抽出し，提示する．
2．提案手法
2．1．全体の流れ
図 1 に示すように，ユーザが商品名を入力すると

図１.システムフロー

Amazon から該当するレビュー文を抽出する．抽
出されたレビュー文に対して経験マイニングと
希少であるかの処理を行い目的のレビューを抽
出する．
2．2．経験マイニング
乾ら[3]の研究では，一般性の高い意味的な情報
から経験のインスタンスである‘トピック’
，
‘経
験主’，
‘事態タイプ’，
‘事実性’，
‘事態表現’と
索引付けする手法で経験マイニングを提案して
いる．本研究の経験マイニングは経験のインスタ
ンスの中でも重要な‘事態タイプ’と‘事実性’
を索引付けることで経験マイニングとする．
2．2．1．事態タイプ
事態タイプは経験情報の核となる事態の種類
であるポジティブ，ネガティブな出来事，行為で
ある．これらをレビュー文から抽出するために，
日本語評価極性辞書 [4] を用いてポジティブ/ネガ
ティブ値（P/N）を求める．具体的には以下の式
（1）を用いて P/N を算出し，その値がある閾値
以上でかつ出来事または行為を表す単語を含む
レビューを抽出する．
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|P|はレビュー文中のポジティブの単語出現回数
を示し，|N|はレビュー文中のポジティブの単語
出現回数を，|A|はレビュー文中の単語の総数を
示す．
2．2．2．事実性
事実性とは事態の事実性に関する情報で本研
究では話者態度（モダリティ）を用いて事実性の
判断を行う．モダリティ情報の判断には松吉らの
日本語機能表現辞書「つつじ」[5]を用いて判断す
る。レビューの文の総数とレビュー文中に含まれ
る経験と考えられるモダリティ情報の「過去」
「逆
説」の出現回数より，経験ではないと考えられる
「疑問」「推量」「願望」の出現回数が多い場合，
そのレビュー文は経験ではないと考えられる．そ
こで(2)の条件式を満たすレビュー文を除外する．
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ここで，|G|は経験ではないモダリティ情報の出現
回数であり，|E|は経験であるモダリティ情報の出
現回数，|S|はレビューの文の総数である．
2．3．希少なレビューの取得
本研究では希少なレビューの抽出は，レビュー
文に含まれる名詞の出現回数を用いて Repeated
Bisection 法 に よ る ク ラ ス タ リ ン グ を 行 う ．
Repeated Bisection 法はハードクラスタリングで
あるため，クラスタリングの対象となった文はい
ずれかのクラスタに分類される．そのため，相互
に関連性の低い単語のクラスタである，凝集性の
弱いクラスタに希少なレビューに含まれるクラ
スタがあると考える．そこで，各クラスタの凝集
性を求める．次に凝集性の弱いクラスタに含まれ
る文に係り受け解析器 KNP[6]を用いて係り受け
解析を行う．そして，日本語評価極性辞書[4]のポ
ジティブ又はネガティブな単語に係り受けされ
ている名詞を抽出し，その名詞をレビューの着眼
点とする．その着眼点を含むレビュー文を希少な
レビューとして抽出を行う．
クラスタの凝集性は，山本[7]らの提案する式(3)
を用いて算出する．算出された凝集性が閾値以下
の場合そのクラスタを凝集性の弱いクラスタと
する．
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ここでは，i 番目のクラスタ𝐶𝑖 のセントロイド
𝑐𝑖 とそのクラスタに含まれるレビュー文xのコサ
イン類似度をレビュー文ごとに求め，その平方和
を凝集性とする．
2.4 経験に基づく希少なレビュー
経験マイニングで得られた結果と希少なレビュ
ーを取得する方法で得られた結果の両方で抽出
されたレビューを本研究の目的としている経験
に基づいた有用で希少なレビューとする．
3．評価実験
3．1．実験内容と結果
経験マイニングの評価実験を行った．Amazon
から得たモバイルバッテリーのレビュー文 210 件
を被験者 10 人に読んでもらい，経験に基づくレ
ビューの評価を行った．具体的には，レビュー文
の内容が商品に対する経験かどうかを，経験では
ないと判断したものを 0，経験の詳しいときは 5，
詳しくないときは１とし，6 段階評価を行った．
被験者 10 人の結果を平均した値をそのレビュー
の経験の値とする．
閾値を 2，2.5，3 の 3 種類設定し，各閾値以上と
なる経験の値のレビューを正解データとし，本研

究の経験マイニングの適合率と再現率を算出す
る．表 1 に結果を示す．
表 1．実験結果
n=2
n=2.5
n=3
0.358744 0.278027 0.233184
適合率
0.963855 0.746988 0.626506
再現率
3．2．考察
経験マイニングの実験結果より適合率が再現
率よりも低い値になっている．これはポジティブ，
ネガティブの単語が商品とは関係がない場合も
使われるため，経験マイニングで抽出されている
と考えられる．
４．まとめと今後の課題
本研究ではレビュー情報から経験に基づく有
用で希少なレビュー情報の抽出手法の提案を行
い、経験マイニングの評価実験を行った．今後の
課題としては，商品に関係がない場合に利用され
ているポジティブ，ネガティブな単語については
処理の対象にしないことが必要であると考えら
れる．
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