
近いようで遠かった口コミ情報

ブログや掲示板など，個人が発信

するメディア，CGM（Consumer

Generated Media：消費者生成メ

ディア）が人々の生活に浸透していま

す．何か行動するときに，これらに書

かれた口コミを参考にしている方も多

いでしょう．特定のジャンル，例えば

旅行に限定すれば，旅行の口コミサイ

トを見ることで簡単に多くの情報を得

ることができます．しかし，みんなが

どう思っているか知りたい対象という

のは，日々刻々変わります．例えば，

あるときは突然の結婚報道で話題の

芸能人へのみんなの反応，またあると

きはコマーシャルで見た携帯電話の評

判が気になったりします．しかし，芸

能人に対する反応を知るにはブログ検

索，携帯電話の評判は口コミサイトな

ど，知りたい対象に応じて自分でいろ

いろな検索を駆使しなくてはならず，

多様な口コミを得るには多くの知識と

手間が必要でした．

評判情報インデクシング技術

評判情報インデクシング技術は，こ

のような口コミや評判情報に，より簡

単にアクセスできるように，人，商品，

お店といったさまざまな対象について述

べられた多様な評判を抽出して利用す

るために開発されました．本技術は２

つの処理で構成されています（図１）．

１つは評判情報抽出処理であり，

あらかじめ，ブログなどの文書から評

判情報（「X905iは画面がきれい」「〇

〇ビルは夜景がきれい」など）を自動

抽出する処理です．私たちは評判情報

の基本要素を［評価対象，評価ポイ

ント，評価表現］の３つ組であると考

えており，この３つ組の評判情報を抽

出します．評価表現は物事に対する評

価を表す表現を（例：きれい），評価

対象は何についての評価であるかを

（例：X905i），評価ポイントは評価が

評価対象のどういう「側面」に対する

ものかを（例：画面）示しています．

もう１つが評判情報集計処理で，

ユーザが知りたい評判を，評価ポイン

ト（画面，デザインなど）や時系列

（１カ月の頻度分布など）等，さまざ
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Web上の口コミを分析する
評判情報インデクシング技術

ついにX905iを買っちゃいました！！ 
Y905iと最後まで悩んだけど、 
画面がとってもきれいなので 
決めちゃいました． 

blog-ID:1083 
Date: 2008-6-7, 17:03

文書（ブログ等） 

評判情報抽出処理 

評判情報集計処理 

インターネット 

X905i

検索 
キーワード 

評判データベース 

blog-ID:956 
Date: 2008-6-21, 21:36 ... 機種変しました！ 

ドコモのY904i！ 
デザインがかっこ 
よかったし ...

...X904iがすごく安く 
なってたのでつい買って 
しまった ...

2008-6-7, 
17:03 

2008-6-21, 
21:36 

2008-6-10, 
 21:05

日時 

かっこよかった 
（肯定） 

デザイン Y904i1083

きれい 
（肯定） 

画面 X905i956

すごく安くなってた 
（肯定） 

― X904i132

評価表現（評価極性） 評価ポイント 評価対象 blog-ID

「X905i」の評判 

かっこよかった（肯定）， ４件 
ステキ（肯定），２件 
悪くない（その他），１件 

デザイン，７件 

きれい（肯定），６件 
大きいよね（肯定），３件 
明るすぎ（否定），１件 

画面，10件 

評価表現（評価極性），件数 評価ポイント，件数 

図１　評判情報インデクシング技術の概要 
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個人がブログ等で発信する口コミは人々の消費行動に大きな影響を与えて
いるといわれています．Web上に散在する大量で多様な口コミの内容をあら
かじめ抽出し知識化することにより，知りたい口コミに簡単にアクセスし，
さまざまな観点で分析・一覧表示できる評判情報インデクシング技術を紹介
します．

あ さ の ひ さ こ ひ ら の とおる

浅野 久子　/平野 徹
こばやし ま つ お よしひろ

小林 のぞみ　/松尾 義博

NTTサイバースペース研究所

評判分析 ブログ マイニング
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まな軸で集計し，表示・分析用の情報

として加工して出力する処理です．

次に，それぞれの技術の特徴につい

て述べます．

評判情報抽出処理

評判情報抽出処理の流れを図２に

示します．本処理は，本特集記事『テ

キストからの知識抽出の基盤となる日

本語基本解析技術』で述べているテキ

スト基本解析情報を利用して行います．

■評価表現の抽出

はじめに，「きれい」「元気いっぱい」

といった評価を表す評価表現の抽出を

行います．評価表現の抽出には，数万

件の評価表現を登録した評価表現辞

書を利用します．評価表現辞書は，

「きれい（肯定）」，「元気―いっぱい

（肯定）」のように単語列として表され

た評価表現パターンおよびその評価極

性（肯定，否定，その他）を持ちま

す．さらに，抽出された評価表現パ

ターンの前後の単語列の情報を利用し

て，その範囲や評価極性を調整します

〔例：きれい（肯定）→全然きれい

じゃなかった（否定）〕．

■評価ポイントの抽出

次に，抽出された評価表現に対応す

る評価ポイントを，係り受け解析の情

報と，評価ポイントの候補語および評

価表現の間の意味的関係が成り立つ

かを示す意味カテゴリフィルタを用い

て抽出します．例えば，図２で抽出さ

れた評価表現「きれい」の主語が「画

面」であること，「きれい」が「画面」

の意味カテゴリ＊1「機械（の一部）」

に対する評価になり得ることから，意

味カテゴリフィルタを通過し，「画面」

を評価ポイントとして抽出します．

このように意味カテゴリを利用する

ことで，例えば「X905iは友だちが使

いやすいって」という文の「友だち」

を「使いやすい」の評価ポイントとは

せずに，評価ポイントの誤抽出を抑え

ることができます．

■評価対象の抽出

最後に，抽出された評価表現に対応

する評価対象を機械学習に基づき抽出

します．まず，抽出済みの評価表現と，

その評価対象となる可能性のある評価

対象候補のペアをすべてつくります．評

価対象候補は，人名，地名等の固有

表現や話題となっている一般語（例：

インフルエンザ）等です．図２の例で

は，［評価対象候補：評価表現］＝

［X905i：きれい］，［Y905i：きれい］

ついにX905iを買っちゃいました!!　Y905iと
最後まで悩んだけど，画面がとってもきれ
いなので決めちゃいました． 

図２　評判情報抽出処理 

テキスト基本解析情報 
（形態素・固有表現・係り受け） 

きれい 

きれい 

画面がきれい 

X905iは画面がきれい 

意味カテゴリ＝ 
機械（の一部） 

［X905i : きれい］→ 〇 
［Y905i : きれい］→ × 

評価表現 
辞書 

評価表現抽出 
（評価表現辞書を利用） 

評価対象抽出 
（文をまたぐ情報を考慮 
した機械学習を利用） 

評判情報 

評価ポイント抽出 
（係り受け情報・意味 
カテゴリフィルタを利用） 

意味カテゴリ 
フィルタ 

メディアコンピューティングの追求

＊1 日本語語彙大系（1）の約2 700カテゴリを利
用しています．

図３　評価対象の抽出 

処理対象のペア， 
テキスト基本解析情報 

［Y905i：きれい］ 

［Y905i：きれい］× 

ついにX905iを買っちゃいました! !　Y905iと最後まで悩んだ 
けど，画面がとってもきれいなので決めちゃいました． 
 

入力の木構造が，○か×か，識別する． 
識別に重要な部分木を事前に学習データから 
学習しモデルとして利用する 

Y905 iと 

Y905iと 

何は？ X905i or Y905i？ 

入力文書が複数の話題について書かれているか？ 
処理対象のペアの「Y905i」と「きれい」が同じ話題の範囲の単語か？ 

画面がとってもきれいなので決めちゃいました． 

特徴を木構造で表現 

最後まで 

最後まで 

ROOT

悩んだけど， 

悩んだけど， きれいなので 

画面が とっても 

画面が とっても 

きれいなので 決めちゃいました． 

決めちゃいました． 省略：X905i 分割：No

識別器 モデル 

特徴抽出 

・係り受け解析 　 
・省略解析 
（文をまたぐ情報） 　 
・話題によるテキスト分割 
（文をまたぐ情報） 



の２ペアとなります．そして１ペア単位

に，その評価対象候補が，その評価表

現に対する評価対象となり得るかを判

定します．［Y905i：きれい］のペアを

判定する場合の処理イメージを図３に

示します．本評価対象抽出の特徴は，

係り受け情報などの１つの文に閉じた

情報だけでなく，複数の文をまたいだ

情報，具体的には省略情報とテキスト

分割情報の２つを利用することです（2）．

例えば，図３の［Y905i：きれい］の

判定を行う場合では，第２文の「きれ

い」の前に何が省略され得るか（この

場合は「X905i」）を省略情報としま

す．テキスト分割情報は，そのペアが

同じ話題の範囲にあるかを表すもので，

図３のペアのように同じ文の場合には

テキスト分割なし（同じ話題）としま

す．そしてこれらの情報を基に，すべ

てのペアに対して評価対象になり得る

かの判定を行い，なり得ると判定され

たペアの評価対象候補を，その評価表

現に対する評価対象と決定します．

■評判情報の格納

これらの処理の結果，最終的に，図

２の例においては，［X905i，画面，

きれい］という３つ組の評判情報を抽

出します．ブログを対象とした３つ組

評判情報の抽出精度は約８割です．

抽出した評判情報は，評判情報集

計処理や出力表示で利用するため，文

書中で表現された表記そのものに加え

て，標準形と終止形を評判データベー

スに格納しています．その表記バリエー

ションと具体例を図４に示します．

標準形は，程度表現や付属語を除

いた範囲を正規化した表記にしたもの

で，評判情報集計処理において，表記

の異なる同じ情報をまとめて扱うこと

が可能になります．正規化は，単語の

標準表記を利用し，用言の場合はさ

らに終止形化することで行います

（例：とってもつよくって→強い）．た

だし，評価対象については，本特集記

事『Web2.0時代の名寄せを実現する

固有表現グラウンディング技術』で解

説しているグラウンディング情報が付

与されていればそれを利用します．

特に，評価対象の正規化（同定）

は，評判検索において，検索漏れの軽

減に有効です．例えば，「タロー」と

いう愛称を持つ「電電太郎」という

サッカー選手がいたとして，「電電太

郎」という検索キーワードで評判を検

索した場合を考えます．図４の文書に

は「電電太郎」とは書かれていません

が，評価対象である「タロー」の標準

形が「電電太郎」であるため，この文

書から「セーブがかっこいい」という

評判を抽出することが可能となります．

終止形は，評価表現の末尾部分が

活用している単語の場合に表記のその

部分のみを終止形に変換したもので，

評判をタグクラウド＊2形式で表示する

ときに利用します．

評判情報集計処理

評判情報集計処理では，評判デー
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図４　集計・表示のための評判情報表記バリエーション 

…昨日サッカーを見に行きました．タローくんの 
最後のセーブがとってもかっこよくって，… 

表記の種類 

標準形 

表記 

評価対象 

電電太郎（人物グラウン 
ディングにより同定） 

タロー 

評価ポイント 

セーブ 

最後のセーブ 

終止形 

評価表現 

かっこいい 

とってもかっこよくって 

とってもかっこよい 

図５　評判検索における評判情報集計処理 

検索キーワード 

評価対象 

X905i 

X905i 

X905i

評価ポイント 

画面 

画面 

デザイン 

評価ポイント，件数 

画面，10件 

デザイン ，７件 

評価表現， 件数 

かっこいい， ４件 

きれい， ６件 

大きい， ３件 

評価表現 

きれい  

キレイ 

かっこよかった 

検索条件 

集計条件 

・評価対象表記もしくは評価 
　対象標準形に「X905i」を 
　含む評判情報 

・評価ポイント標準形-評価 
　表現標準形の順に集計 

X905i

… 

… 

… … 

… 

＊2 タグクラウド：ソーシャルブックマークの
ようなタグを利用するWebサイトにおい
て，ある項目に対するタグを一覧表示した
もの．より利用頻度の高いタグがより大き
な文字で表示されます．
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タベースに保存された評判情報，およ

びその評判情報の抽出元の文書情報

（日時等）についての，どのような評判

情報を集めるかを定める検索条件，ど

のようにまとめるかを定める集計条件

に基づき，評判集計結果を出力します．

評判検索における処理イメージを図

５に示します．検索条件として，検索

キーワード（X905i）を評価対象とし

て含む評判情報を指定し，その結果を

得ます．集計条件では，評価ポイント

標準形（画面，デザイン，…）でまと

め，そのそれぞれを，評価表現標準形

（きれい，大きい，…）でまとめます．

この結果，評価ポイント単位での評判

情報の表示が可能となります．

goo評判分析

評判情報インデクシング技術は，

NTTレゾナントが運営するポータルサ

イトgooにおいて，2007年５月より開

始されたgoo評判分析サービス（3）にお

いて利用されています．goo評判分析

サービスは，「分析する」「比較する」

「関連語をさがす」という３つの機能

を持っています．

goo評判分析の「分析する」画面

例を図６に示します．この機能は任意

の検索キーワードに対する評判分析の

結果を表示します．左側の評価ポイン

トエリアは，検索された評判情報を，

評価ポイントごとにまとめて表示しま

す（図５に示した評判情報集計処理

の出力に当たります）．これにより，例

えば，ある商品の特定の評価ポイント

だけに着目して評判をみることができ

ます．右側の時系列グラフエリアは，

「好評」「不評」「その他」の評判情報

の頻度を時系列グラフとして表示して

います．また，４つの期間（週）ごと

に，評判をタグクラウド形式で表示し

ています．

「比較する」機能は，２～３個の

検索キーワードの評判を数値化して比

較表示します．「関連語をさがす」機

能は，検索キーワードに関連している

「話題や評判になっている言葉」をさ

がすことができます．

今後の展開

本稿では，評判情報インデクシング

技術と，その評判検索サービスへの適

用事例としてgoo評判分析を紹介しま

した．今後は，さらなるポータルサー

ビスへの展開に向けて，より詳細な評

判分析サービスの提供やターゲティン

グ広告への適用も視野に入れ，そのた

めに必要な情報の検討を行っていきま

す．また，本技術を，企業向けマーケ

ティングビジネスへ展開していくことも

併せて検討していく予定です．例えば

「自社・他社商品の評価ポイントの違

い」を分析することでライバル製品と

差別化を図る等，マイニングツールと

して活用することが考えられます．
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Web上に存在する各個人の感じたいろい
ろな想いを，それを必要とする人に届ける
ための研究開発を進めていきます．

◆問い合わせ先
NTTサイバースペース研究所
音声言語メディア処理プロジェクト
TEL 046-859-2875
FAX 046-855-1054
E-mail asano.hisako@lab.ntt.co.jp

図６　goo評判分析


