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Web ユーザレビューにおける評価情報の
時系列変化の可視化†
打田 裕樹 ＊1・吉川 大弘 ＊1・古橋 武 ＊1・平尾 英司 ＊2・井口 浩人 ＊2
近年，インターネットの普及を背景に，ブログやレビューなど，Web上で個人の日記や意見を気軽に書
き込むことができる環境が整ってきている．本研究では，このように個人が発信するWeb上での自由記述
情報を用いることで，製品などに対する評価解析を行うためのシステム構築を目指す．従来の評価解析シ
ステムでも評価表現の抽出や呈示がなされているが，個々の製品に対しての評価表現を把握することが目
的であり，製品間の評価の比較や同製品での評価の時系列変化を把握する上では，不十分であると考えら
れる．本システムでは，MDSによりユーザレビュー間の関係性を把握した上で，文章中の語句どうしの関
係を可視化するテキストマイニング手法HK Graphを用いて，ユーザが興味を持った対象商品に対するレ
ビュー内容の視覚的な把握支援を行う．本論文では，Webユーザレビューから抽出された評価語句に基づ
いて，レビューにおける評価内容の時系列変化・類似性を視覚的に把握する手法を提案する．
キーワード：HK Graph，ユーザレビュー解析，テキストマイニング，時系列変化，評価語句

まうマイノリティの評価などの解析が可能となること

１．はじめに
近年，インターネットの普及を背景に，ブログや
ユーザレビュー，掲示板など，Web上で個人の日記や

が期待できる．しかし一方で，数値的には扱いにくい
Web上の膨大な量のユーザレビューの中から，有用な
評価情報を効率的に取り出すことは容易ではない．

意見を気軽に書き込むことができる環境が整ってきて

ユーザが家電製品，自動車，携帯電話などさまざま

いる．それに伴い，自分の意見や考えをWeb上に公開

な製品への意見・感想を書き込むことができるWebサ

するユーザや，興味があることに対してWeb上で第三

イトの１つとして， 価格.com［1］が知られている．

者からの意見を求めるユーザが増加してきている．し

価格.comでは，製品ごとにユーザレビューが書き込

かし現在，Web上で起こっている情報爆発により，例

まれており，何らかの製品に興味をもったユーザは，

えばある製品の評価に関する文章だけでも大量に存在

そのユーザレビューを読むことで，製品に対する具体

する．そのためこれらすべてに目を通すことは困難で

的な評判情報を得ることが可能である．価格.comで

ある．そこで本研究では，個人が発するWeb上での自

は，それぞれの製品に対して，数十件から製品によっ

由記述情報を用いることで，製品などに対する評価解

ては数百件のユーザレビューが存在する．そのため，

析を行うためのシステム構築を目指す．ユーザが製品

ユーザが製品の評判を知るためにこれらのユーザレ

に対して点数で評価値を与え，多数の投票の平均値を

ビューをすべて読むとすると，多大な時間や労力を要

とることで，製品の定量的な評価を行うWebサイトな

することとなる．また，複数の製品を比較したい場合

どはすでに存在するが，これらの情報だけでは，高い／

には，さらに多くのユーザレビューに目を通さなくて

低い評価の理由や，ユーザの真の声を解析することは

はならず，必要な評価情報を得ることが困難となる．

困難である．自由記述形式であるユーザレビューを対

また製品の中には，発売の時期などの影響等で，レ

象とすることで，定量的な評価の理由や，点数には表

ビューが書き込まれた時期により評価の内容が変化し

れないユーザの真の声，あるいは平均では埋もれてし

ているものがあり，ユーザはこのような製品に対して

†

は，変化する評価情報を時系列でとらえながらレ

Visualization of Time Series Variation of Web User Review based
on Evaluation Keywords
Yuki UCHIDA, Tomohiro YOSHIKAWA, Takeshi FURUHASHI,
Eiji HIRAO and Hiroto IGUCHI
＊1 名古屋大学
Nagoya University
＊2 日本電気株式会社
NEC Corporation

2010/6

ビュー全体の傾向を把握する必要がある．
これまでにも評価情報の抽出に関する研究は多くな
されており，例えば文単位でどのような評価がされて
いるのか，またそれが肯定的／否定的な評価であるか
を判定することを目的とする手法
［2］
［3］や語句単位で
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評価を表すキーワードを特定し，それが肯定的／否定

一方，文章データ中の語句同士の関係を，階層的な

的な評価であるかを判定することを目的とする手法

グラフ構造を用いて可視化するテキストマイニング手

［4 ］
［ 5 ］などがある．対象とするW e b 上のユーザレ

法としてHK Graph（Hierarchical Keyword Graph）
［6］

ビューは，形式的に書かれた文ではないため，複数の

が提案されている．HK Graphでは，共起度情報に基

意味を持つ文も存在する可能性が考えられる．そこで

づき，ユーザが入力した語句と関連性の高い語句をグ

本研究の目指すシステム（以下，本システム）では，後

ラフ構造で可視化することで，膨大な文章データの概

者のように語句単位で評価を表すキーワードを抽出す

要を俯瞰的に把握することが可能となる．そこで本シ

ることで，ユーザにより適切な評価情報の提供を行

ステムでは，ユーザレビュー文章に対してHK Graph

う．

を適用することで，ユーザが興味のある製品に対する

また，情報の推移を時系列的に解析するシステムも

評判情報の視覚的な把握支援を行う．

多く提案されており，SHOOTI［7］やSTEND［8］など

本論文では，ユーザレビュー解析支援システムの構

が挙げられる．SHOOTIでは，文書中のキーワードの

築を目的として，Webユーザレビューから抽出された

burst度を算出することで時系列解析を行っている．

評価項目［9］
［10］に基づき，レビューにおける時系

しかしこのシステムでは，そのキーワードの出現度合

列変化・類似性の可視化手法を提案する．具体的に

しか見ていないため，詳細な評価の時系列変化の把握

は，月ごとのレビューで用いられた評価項目によって

や複数のキーワードに関する評価内容の時系列変化の

レビュー間の類似度を定義し，多次元尺度構成法

比較を行うことができない．またSTENDでは，文章

（Multi Dimensional Scaling : MDS）
［ 11］
［ 12］を用い

集合からキーワードに関連する情報を収集し，そこか

てそれらのレビュー間の関係を可視化する．これによ

ら得られる動向をグラフとして提示しているが，ユー

り，製品を評価する上で注目された項目についての類

ザレビューにはそのような動向が含まれているとは考

似性を把握することが可能となる．MDSにより得ら

えにくい．本システムでは，キーワードに関する評価

れた可視空間上での時系列変化の形状を表す３つの指

情報を用いて時系列解析を行うことで，そのキーワー

標に基づき，評判がどのように変化しているかを特徴

ドに関する評価内容の時系列解析や複数のキーワード

づける．また，MDSによりユーザレビュー間の関係

に関する評価内容の時系列解析を行う．前述の通り，

性を把握した上で，ユーザが興味を持った製品および

製品の評判については，その発売からの時期や，新製

その時期についてのレビューを選択し，それらに含ま

品の発売のタイミングなどにより傾向が変わることが

れる評判情報をHK Graphを用いて呈示する．本論文

ある．そこで本システムでは特に，月単位のユーザレ

では，前述した 価格. c o m の携帯電話に関するレ

ビューの類似性を可視化することで，時系列での製品

ビューに提案手法を適用し，その有効性を示す．

評価の推移の視覚的な把握支援を行う．これにより，
ある製品に対して，月単位でどのような項目が評価あ

２．HK Graph

るいは注目されているか，その推移を知ることができ

2.1 HK Graphの特徴

る．例えば携帯電話について，機種A は全てのレ

文章から抽出した語句を，HK Graphにより可視化

ビューをまとめて解析してしまうと，デザインに関す

する．HK Graphとは，文章情報に付加された属性情

る評価が多くされているように捉えてしまうが，時系

報と，自由記述文章中の語句との共起度を利用して語

列での推移を把握することで，実は発売当初に多く評

句の抽出，階層的キーワードグラフの作成を行う手法

価されていただけでその後はあまり評価されなくなっ

である．HK Graphでは，ユーザが介在することによ

たことがわかるなど，製品の評価内容の詳しい推移を

り，ユーザ自身が能動的に文章データの解析，探索を

把握することができる．また同時期に発売された機種

行う事ができる．

Bを同時に解析することで，機種Bは機種Aとは逆に

一方，文章中の語句の関係を可視化する手法とし

発売後しばらくしてからデザインに関して多く評価さ

て，KeyGraph［13］
［ 14］がある．KeyGraphとは，文

れるようになり，その後長く評価され続けていること

章中の語句の出現頻度情報および共起情報を用いて語

がわかれば，デザインを基準に携帯電話を購入する

句を抽出し，グラフ構造で可視化することで，文章の

ユーザにとっては機種Bのほうが長く飽きずに使用で

重要な語句や事象の関係性を把握する手法である．

きるといった情報も得ることができ，購入の意思決定

KeyGraphでは，文章全体での語句の関係を呈示する

に役立てることができる．またこれらの解析は，製品

ことは可能であるが，ユーザが主体的に語句を入力

のメーカーにおけるマーケティング調査としても有効

し，それらの語句と文章中の語句との関係を呈示する

であると考えられる．

という適用方法は想定されていない．また他の可視化
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こで，共起度の算出にはJaccard係数を用いる．ベー

の入力が可能となっている．このシステムでは，入力

スとして入力された語句をB i ，抽出対象となる文章

語句間の関係をグラフ構造で可視化し，語句間の関係

データ中のある語句をWj，とすると，Bi とWj の共起

を把握することができるが，さらに詳しい解析を行う

度は次式で表される．

ためには再度グラフを構築し，グラフを見比べなけれ
ばいけないため，全体傾向を把握するための俯瞰性に

（1）

欠けている点があると考えられる．本研究では，ユー
ザが興味を持つ対象やキーワードに関する評判を知

は語句Xを含む文章の数である．ベース
ここでN（X）
s

り，レビューの傾向を把握することを目的としているた

が２つ以上の場合，（1）式を用いて得られた各ベース

め，ユーザが能動的にグラフ構造や呈示内容に関与する

との共起度を掛け合わせた値を指標とし，ベース全体

ことができるHK Graphを用いる．以下に，HK Graph

との共起度が高い語句（全結合語句）
，特定の組み合わ

のアルゴリズムを述べる．

せのベースに対して共起度が高い語句（複結合語句），
各ベースに対して共起度が高い語句（単結合語句）の抽

2.2 語句への分割
初めに，文章データを語句に分割する．ここでは，

出をそれぞれ行う．ここで抽出された語句を 主ノー
ド と呼ぶ．

対象となる文章データに対して，Cabocha［16］を用い
て形態素解析および文節区切りを行い，語句への分割
を行う．このとき，形態素に分割された語句に対し

2.5 副ノードの抽出
副ノード には，ユーザが選択した任意の主ノード

て，その品詞情報を用いて，助詞，記号（句読点，括

に対して関係性の高い語句が抽出される．つまり（1）

弧），代名詞，接続詞，連体詞を解析に必要のない語

式において，ベースを主ノードに置き換えたとき抽出

句として削除した上で，文節情報を用いて結合する．

される語句となる．ただしシステムの画面上ではベー

例えば「ボタン操作が簡単だ．」という文は，文節区切

スと主ノードのみが表示され，ユーザが，主ノードを

りおよび形態素解析を用いて分割すると以下のように

選択（クリック）したときにその主ノードに対する副

なり，最終的に「ボタン操作」
「簡単」という2つの語句

ノードが表示される．また，それぞれの副ノードにつ

に分割される．

いて，対象となる主ノードの他に，最も共起度が高い

・文節区切り

他の主ノードとのリンクを表示する．

｛ボタン操作が，簡単だ．｝
・形態素解析
｛ボタン，操作，が，簡単，だ，．｝

2.6 階層的キーワードグラフの呈示
図１に，HK Graphにより作成された階層的キー
ワードグラフのイメージ図を示す．図において，B1〜

2.3 ベースの選択

B 3がベース，A 1 が全結合語句，M 12〜M 23が複結合語

次に，ユーザが解析したいと考える内容，すなわち

句，S11〜S32が単結合語句，Sub1，Sub2がS32に対して

ここではユーザが興味のある製品名を選択する．本論

共起度の高い副ノードである．このように，ベースと

文では，属性情報として例えば携帯電話の機種名

主ノードはリンクの接続により関係が表され，語句同

「N904i」などの製品名（複数選択可能），文章データと

士の共起度の値はリンクの太さにより表されている．

してそれらの製品について書かれたユーザレビューを
それぞれ用いる．ここで選択された語句は解析の基と
なるため， ベース と呼ぶ．2.4で述べる主ノードの
抽出では，ベースとの共起度が計算され，呈示する語
句が抽出されるため，ベースが異なればキーワードグ
ラフの呈示結果も異なる．この点は，ユーザが能動的
にグラフ構造に関与するというHK Graphの特徴の一
つである．
2.4 主ノードの抽出
入力されたベースを利用して，文章データ中の語句
から，ベースとの共起度が高い語句の抽出を行う．こ

2010/6

図１ HK Graphのイメージ
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３．提案手法
ここでは，ユーザレビュー文章中から対象の評価の
際注目した点を表す評価項目を抽出する方法，また抽

図２ 携帯電話に対する評価情報を含む文章の例

出された語句に基づき，レビュー同士の関係を視覚的
に把握する方法を説明する．
3.1 評価項目の抽出
初めに，日本語係り受け解析ツール Cabocha［13］
を適用し，得られた係り受け情報を用いて 評価項目
を抽出する．図２に，携帯電話に対する評価文章の例
を示す．ここで評価項目とは，「デザイン」，「音質」な
ど，ユーザが製品などを評価する際に着目した点であ
る．本論文では，形態素情報に基づき，図２の「かっ
こいい」など，形容詞／形容動詞に係っている名詞・
未知語を評価項目として抽出する．実際には，評価を
表す語としては，形容詞／形容動詞だけでなく，名詞
や動詞に係る語も存在するが，逆に名詞や動詞に係る
語の多くは評価項目としては適切ではないため，ここ
では形容詞/形容動詞に限定した．また，未知語を対

図３

評価項目を主ノードとしたHK Graphの呈示例

象としたのは，「アプリ」や「ワンセグ」などの語句が評
価項目となりうるためである．なお，この方法による

また平均レビュー数を考慮して時間的な区切りを月単

評価項目の抽出性能などの検討は［9］
［10］で示す．現

位としたが，この区分の単位については，対象とする

段階では，抽出性能が十分であるとはいえないが，抽

製品の製品寿命や解析の目的によって適切な区分単位

出方法の改良については今後の課題とし，本論文では

を用いる必要がある．一定の区分で分けるのではな

上述の方法で抽出された評価項目を用いる．

く，新製品の発売直後は短く，その後徐々に長くして
いく区切り方も有効であると考えられる．一方，レ

3.2 評価項目を用いたHKGraph

ビューを月単位で分割することで，ベースの候補とな

図３に，3.1で抽出した評価項目を，2.4で示した主

る製品や時期の組み合わせが膨大となる．そこで，各

ノードとしてHKGraphにより呈示した例を示す．図

製品・月のレビューの類似関係を可視化し，各製品に

では，携帯電話の３つの製品をベースとして呈示して

対する評価の時間的変化や製品ごとの評判の類似性な

いる．この図から，３つの製品に共通して
「ワンセグ」

どの全体像を把握した上で，ユーザが興味を持ち，

や「レスポンス」
，「バッテリー」について評価されてい

HK Graphで具体的な解析を行う製品や時期を抽出す

る（全結合語句）ことや，「ヨコモーション」，「ニュー

る．また，この全体像の把握とHK Graphによる具体

ロポインタ」など，各製品特有の機能などがそれぞれ

的な解析との連携により，ユーザとシステム間のイン

の製品で評価されている（単結合語句）こと，ある製品

タラクション支援［17］を行う．以下に，レビュー間の

は特に「画質」や「音」に注目して評価されていることな

類似度の定義方法，および指標を用いたレビュー間の

どがわかる．

時系列特徴の定量化方法を示す．

このようにHK Graphを用いることで，製品に対す
る評判の把握や，製品間の評判を比較することは可能
であるが，それらの時間的変化を把握することは困難

3.3 レビュー間の類似度の定義
HK Graphを用いたレビュー解析を行うにあたり，

である．そこで本論文では，各製品のレビューを月単

各製品について，レビューで評価されている評価項目

位に分けてHK Graphを適用する．これにより，１つ

（評価着目点）の時間的変化や，製品ごとの評価項目の

の製品に対する評判の時系列変化や，複数の製品にお

類似性を，大まかに把握することを目的とし，各月レ

ける評判の時間的な推移を比較することが可能となる

ビューの評価項目の類似性を可視化する．ここではは

と考えられる．なお本論文では，携帯電話のモデル

じめに，２つのレビューA ，B 間の類似度を定義す

チェンジのタイミングが半年〜１年程度であること，

る．

380

Vol.22 No.3

Web ユーザレビューにおける評価情報の時系列変化の可視化

89

各レビューに対し，3.1で抽出された評価項目のレ

化したときのイメージ図を示す．マップ上で，各点の

ビュー内での出現頻度を算出する．レビューAまたは

距離が大きいほど類似度が低く，距離が小さいほど類

Bから抽出された評価項目をXi，各レビュー内でのXi

似度が高いことを示している．図において，Ac はA1〜

の出現頻度をxiとし，レビューAとBの対におけるAの

A3 の２次元平面上での重心，Aa は３ヶ月のレビュー

評価項目の出現頻度行列を以下のように表す．

をすべてまとめて１つのレビューとしたとき（ 総括レ
（2）

ビュー と呼ぶ），MDSによりプロットされた点を示
す．本論文では，これらの点の分布形状を表す以下に

この出現頻度行列は，nAB ×１行列となり，行要素は

示す３つの指標により，この製品に対するユーザレ

レビューAまたはBから抽出された各評価項目に対す

ビューの時系列変化を特徴づける．

るレビューA内での出現頻度であり，nAB はレビュー
AまたはBから抽出された評価項目数を表す．（2）式の

指標１：総括レビューの偏り

ようにレビューA，Bに対する出現頻度行列を求め，

Ac と Aa との距離 dca が大きいほど，総括レビューの

AB

各行列 X ，X

BA

を用いてレビューAとレビューBとの

類似度，Sim（A，B）を以下のように定義する．

内容がある月のレビューに偏っていることを表してい
る．例えば図４のような例では，製品Aに対する（す
べての月の）レビューを解析することは，実はA3 の月

（3）

のレビューのみを見ていることに近いことを意味して
おり，本来異なる評価がされていた A1 や A2 の内容を

このとき，a i は A の要素を表し，b i は B の要素を表

見落としてしまう可能性がある．そこで，総括レ

す．（3）式により定義された類似度を全レビュー間で

ビューの偏りを以下のように定義する．

求めることで，レビュー同士の関係性を数値的に表す

（4）

ことが可能となる．本論文では，月単位でのレビュー
に対し，上述の方法で類似度を求めることで，ある製

ただし d ia は，総括レビュー A a と，A aと最も近い各

品における時間的な評価の推移を把握する．

月レビュー Ai との距離を表す．

3.4 レビュー間の関係性の可視化

指標２：各月レビューの広がり

3.3で得られたレビュー間の類似度に対し，MDSを

（5）式に示す，各月の重心からの距離（図４では d 1 〜

用いて全レビュー間の関係性を可視化する．MDSに

d 3 ）の平均は，各月のレビューの類似度を表してい

より可視化された２次元マップより，レビュー同士の

る．それぞれの月が大きく広がってプロットされてい

評価項目の類似関係を把握することができる．特に月

るほど，月ごとに評価されている内容が異なり，また

単位でのレビューに対して適用することで，評価の時

逆に密集しているほど，時間がたっても評価の内容は

系列変化を把握することが可能となる．図４に，製品

類似していることを示している．

Aのある月から３ヶ月分のレビュー（A 1 ，A 2 ，A 3 ）に
（5）

対して（3）式により類似度を求め，MDSを用いて可視

ただし di は重心 Ac からの各月レビューへの距離，NR
は各月レビューの総数を表す（図４では N R ＝３）．
指標３：各月レビューの偏り
各月のレビューの偏りとして，例えば他の月に対して
ある月が１点のみ離れてプロットされている場合，そ
の月のみにおいて，他の月にはない特別な評価がされ
ていると考えられる．そこで，各月レビューの偏りを
以下のように定義する．

（6）
図４
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では，主ノードが評価項目であり，副ノードが評価語
（7）

となっている．よって，ユーザが興味のある評価項目
についての評価内容を階層構造を利用して知ることがで

ただし dij は，ある月 i と他の月 j のレビューとの距

きるため，ユーザの意思を反映した，インタラクティ

離を表す．すなわち式（6）は，他の月から最も離れた

ブな解析を行うことが可能となる．また，HK Graph

月のレビューとその他の月のレビューとの距離の偏差

では複数のベースに対して同時に解析ができるため，

を表す．なお i ≠ j より，レビュー i に対するレビュー

呈示された評価項目によりレビューの概要や時系列的

の数は N R −1となる．

な傾向を視覚的に把握することができる．

3.5 ユーザレビュー解析支援システム

４．実験

3.1から3.4で述べた方法を，システムとして実装し

本論文では，Webサイト 価格.com の携帯電話に

た．図５にシステムのインターフェイスを示す．このシ

関するユーザレビュー（2007年５月〜2008年５月）に

ステムは，画面左に評価情報を呈示したHK Graph，右

提案手法を適用した．本実験では，MDSによる可視

にMDSによるマッピング結果の２つの部分からなる．

化結果とHK Graphとの対応関係に関する実験とユー

はじめに，ユーザはMDSによるマッピング結果を

ザの情報獲得や意思決定の支援に対する本システムの

もとにレビュー間の類似性を把握する．MDSによる

有効性を示す実験を行った．前者については，4.1，

マッピング結果では，プロットされた点の距離関係に

4.2で示し，また後者については，4.3で示す．

よりレビュー間の類似性を把握することが可能であ
る．また，図５の右下にあるウィンドウにおいて着目

4.1 レビュー間の類似度に基づくMDSによる可視化

する製品を選択し，時系列情報表示ボタンをクリック

本実験では， 価格.com の携帯電話に関するユー

することで，MDSによるマッピング結果上でその製

ザレビューの中で，ドコモ10機種に関するレビュー

品の総括レビュー，また月ごとのレビューおよび重心

750件を対象とした．初めに，3.1で述べた方法により

点が色付けされ，さらに時系列変化の経緯が線で結ば

評価項目の抽出を行ったところ，6878語の名詞・未

れて表示されるとともに，3.4で示した３つの指標の

知語から920語の評価項目が抽出された．この6878語

値が表示される．これによりユーザは，その製品に関

の名詞・未知語から評価項目として適切な語句を人手

する総括レビューの偏りや各月レビューの広がりおよ

により判別したところ，823語の適切な語句が含まれ

び偏りを把握しながら，解析するベースを決定するこ

ていた．さらに提案手法により抽出された評価項目内

とができる．

には，390語の適切な語句が含まれていたことから，

次に，ユーザはHK Graphにより，決定したベース

提案手法による評価項目の抽出性能は，正答率が42.4

に関するレビューを解析する．先の図８の例に示すよ

％，網羅率が47.4％であった．また，全ての名詞・未

うに，HK Graphでは，レビューから抽出した評価情

知語を用いた場合の抽出性能は，正答率が12.0％，網

報を階層的に呈示するため，評価項目と評価語［10］の

羅率が100％である．相互情報量［18］を用いて比較す

関係を保ちつつユーザに呈示することができる．図８

ると，全名詞・未知語抽出の場合の相互情報量は0，
提案手法では0.071となった．920語の抽出された評価
項目を用いて，（3）式により全レビュー間の類似度を
算出した．図６に，得られた類似度に基づき，MDS
により可視化を行った結果を示す．図において，機種
名の後に付いている数字は，対象となるレビューの月
を表し，数字が付いていない点はその機種に関するす
べての月の総括レビューを表している．
HK Graphでは，各ベースあたりの呈示語句数をユー
ザが選択できる．ただし，このとき呈示される語句
（主ノード＝評価項目）は，各ベースに関するレビュー
において，3.1で述べた形容詞／形容動詞への係り頻
度が高い語句から順に選択され，他のベースで抽出さ
れた主ノード（評価項目）との共通性により，2.4で述

図５
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て，指標１と総括との共通語句割合との相関係数は
0.696，P値は0.0252であった．これにより，指標１が
総括レビューの偏りを表しており，この値が大きいこ
とは，その機種の評判がある月に偏っていることを示
していると考えられる．
また図６において F904i に着目すると，総括レ
ビュー F904i の点が重心から離れ， F904i−6 の近く
にプロットされていることがわかる．図８に，
F904i に関する６−８月の月ごとのレビューと，それ
らを総括したレビューをそれぞれベースとし，ベース
あたりの呈示語句数を20語としたときのHK Graphに
よる出力結果を示す．図８から，総括レビューと６月
のレビューとの複結合語句が多く，６月の単結合語句
がほとんど呈示されていないことがわかる．すなわ
図６ 類似度を用いたMDSによる可視化結果

ち，F904iに関するレビューとして解析を行った場
合，６月に書かれたレビューに偏って評判を把握する
こととなり，実際には７月に書き込まれた「フルブラ

る．これにより，全結合語句は，すべての月にわたっ

ウザ−使い易い」や「バッテリー−餅みたい，減らな

て評価に用いられた語句であることを意味し，単結合

い」といった評価や，８月の「変換−良く」，「ヨコモー

語句はそのベースとなる月でのみ主に用いられた評価

ション−優秀」といった評価，そして評価項目のそれ

項目を表している．ベースあたりの呈示語句数は同じ
であるため，例えば単結合語句の割合が高いことは，
その月が他の月とは異なる評価がなされたことを示し
ている．
4.1.1

指標１：総括レビューの偏り

初めに，3.4で示した指標1に対する妥当性を検証す
る．総括レビューの内容と類似点が多くなると，総括
レビューと結合する語句の割合が高くなると考えられ
る．そこで，HK Graph上での総括レビューとの共通
語句の割合を以下のように定義し，指標１（（4）式）と
図７

の相関により，指標１に対する検証を行う．

指標１に対する総括との共通語句割合の変化

（8）
MDSによる結果には初期値依存性があるため，10回
試行の平均により（4）式の値を求めた．また共通語句
の割合を計算する際には，呈示語句数による影響を小
さくするため，ベースあたりの呈示語句数を５〜30語
まで５語ずつ増やし，そのときの平均を用いた．ただ
し月によっては，レビューが少なく，抽出された評価
項目が30語に満たない場合もあったため，その場合は
呈示語句数を５語〜抽出された評価項目数までとし
た．
図７に，本実験で用いた10機種について，（4）式の
値に対する総括との共通語句割合を示す．図７におい
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ら時間的変化を見落としてしまう可能性がある．図８
の結果から，総括の偏りを把握した上でHK Graphで
解析を行うことで，例えばF904iにおいてはマイナー
な評価項目を中心に評判を解析することなどが可能と
なる．
4.1.2

指標２：各月レビューの広がり

4.1.1で述べた通り，月ごとのレビュー内容が異な
るほど，それぞれの月の単結合語句の割合が高くなる
と考えられる．そこでここでは，HK Graph上での単
結合語句の割合を以下のように定義し，指標２（（5）

図９ 指標２に対する単結合語句割合の変化

式）との相関により，指標２に対する検証を行う．
（9）
4.1.1と同様，（5）式の値は10回試行の平均により求
め，また単結合語句の割合はベースあたりの呈示語句
数を５〜30語まで５語ずつ増やし，そのときの平均を
用いた．
図９に，本実験で用いた10機種について，（5）式の
値に対する単結合語句割合を示す．図９において，指
標２と単結合語句割合との相関係数は0 . 7 4 6 であっ
た．このとき，P値が0.0133であったため，指標２と
単結合語句割合には相関関係があったといえる．この
ことは，MDSでプロットされる月別レビューの広が
りが，月ごとの評価項目の多様性に対応していること
を示しており，指標２の妥当性が示されたと考えられ

（a）N904i
（指標２：0.208）

る．各月のレビューの広がりにより，各対象（製品）に
対する評価の時間的な類似性が把握できることや，そ
れらを製品ごとに比較できることで，評価が安定して
いる機種や，評価対象として着目される機能などが大
きく変わっていく機種などを解析することができ，レ
ビューによる評価解析を行う上で有効であると考えら
れる．
図10（a）
（b）に，それぞれN904i，D904iに関する６−
８月のレビューに対し，HK Graphを適用した結果を
示す．指標２の値は，（a）N904iが0.208，（b）D904iが
0.452である．上述の通り，指標２の値の差により，
全結合語句や単結合語句の割合が異なっていることが
わかる．また，N904iでは，「ボタン」，「画面」，「音
楽」など，比較的基本的な機能について３ヶ月通して
評価がされているのに対し，D904iでは，６月には
「着信音」や「スピーカー」，７月には「バッテリー」や

（b）D904i
（指標２：0.452）

「音楽」，８月には「メール」や
「メニュー」
など，着目さ

図10 HK Graphの呈示結果

れる機能が推移していることがわかる．
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HK Graphを適用した結果を示す．HK Graphの呈示結

ここでは，3.4の式（6）で対象となった月（ここでは

果についても，極端ではないが， D904i−4 に対する

最偏月と呼ぶ）のレビューについて，HK Graph上で

単結合語句が２，３月のものに比べて多いことがわか

の単結合語句の割合を以下のように定義し，指標３

る．特に２，３月の単結合語句には，評価項目として

（
（6）
式）
との相関により，指標３に対する検証を行う．
最偏月の単結合語句割合＝

単結合語句数
呈示語句数

は適切ではないと考えられる
「au」
「評価」
「撤退」
「不満」
や，同じ意味の語句が抽出されている「スピセレ」
（「ス

（10）

ピードセレクター」）などが含まれているため，実質的
には４月のレビューについて評価項目が大きく偏って

ここでも4.1.1と同様，（6）式の値は10回試行の平均

いるといえる．このことから，D905iは４月になって

により求め，また単結合語句の割合はベースあたりの

それまでにあまりされていない「起動−早くなっ，遅

呈示語句数を５〜30語まで５語ずつ増やし，そのとき

い」，「イルミネーション−ある」，「カメラ−よく」な

の平均を用いた．

どの評価がされるようになったことがわかり，D905i

図11に，本実験で用いた10機種について，（6）式の

が発売されてからの期間や，他機種の発売など，評価

値に対する最偏月の単結合割合を示す．図11におい

が変化した背景を考察することで，より深い評判解析

て，指標３と最偏月の単結合語句割合との相関係数は

が可能となると考えられる．

0.662，p値は0.0372であった．これにより，指標３の
値が大きいことは，他の月にはない偏った評価がされ

4.2 複数の製品評価の時系列推移

た月が存在していることを表していると考えられる．

4.1では，各製品に対しての時系列での評価の推移

また図６に見られるように，D905iの４月のレビュー

を検討した.ここでは，複数の製品に対する評判を，

が他の月から大きく離れてプロットされている．そこ

評価された時期を同期して解析する．本実験で用いた

で図12に，D905iの２月〜４月のレビューに対し，

携帯電話の機種のうち，F905i，N905iなど905iシリー
ズはほぼ同時期に発売されているため，それらの製品
の同月のレビューを解析することで，製品同士の比較
を行う．例えば図６において905iシリーズの４月のレ
ビューに着目すると，総括レビュー ４月総括 の点は
重心からはあまり離れておらず，905iシリーズの５つ
の製品が互いに離れてプロットされていることがわか
る．このように複数の製品の同月のレビューの点に着
目することで，その月におけるレビュー同士の評価項
目の類似関係を把握することができる．図13に，905i
シリーズ５機種に関する，（a）発売当初，（b）発売一ヶ

図11 指標３に対する最偏月の単結合語句割合の変化

月後，（c）発売五ヶ月後のレビューに対してHKGraph
を適用した結果を示す．図13（a）では，それぞれメー
カーがアピールする機能に対する評価（「タッチクルー
ザー−使える」，「Bluetooth−搭載し」，「スピードセレ
クター−いい，使い心地」など）が機種ごとにされてい
るが，一ヶ月後のレビューに対する結果である図13
（b）では，機種ごとの差が極端に少なくなり，一般的
な携帯電話の機能に対する評価（「デザイン−好き，良
い，気に入り，カッコイイ，上品」，「レスポンス−よ
い，最高，モッサリする，サクサク」など）が多くなっ
ていることが把握できる．このことから，ユーザは，
発売当初にはメーカーがアピールする機能に対して興
味を持つが，しばらくすると携帯電話の一般的な機能
に着目するようになることが推測される．また図13
（c）では，発売当初には着目されていなかった，メー

図12
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D905i（２〜４月）
に関するHK Graphの呈示結果

カー固有の機能に対しての評価（「P C ライクキー−
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使ってる」
）されるようになっていることがわかる．さ
らに，図13（ b）で全結合語句であった項目が図13（ c）
では複結合語句（「カメラ−よく，きれい」
「 操作−慣
れ，満足し」）になっていることから，これらの項目に
対して特徴を持つ製品に評価が推移していったことも
把握できる．このように，複数の製品に対して時系列
での評価の違いを見ることで，これから製品を買う
ユーザにとっては，それぞれの製品の特徴を捉えなが
らレビューを見ることが可能となる．またメーカーに
とっては，自社のアピールしている機能がユーザにど
の程度着目されているか，他の製品に対してどのよう
な機能において特徴差があるのかといったことを把握
(a) 発売当初

することができ，マーケティング戦略などに活用する
ことができると考えられる．
4.3 被験者による評価実験
本節では，ユーザの情報獲得や意思決定の支援に対
する本システムの有効性を検証するために，被験者に
よる評価実験を行う．ここでは，
［7］
［8］のように，文
章や語句の出現頻度の推移に基づいて時系列変化を把
握しながら，評価情報を把握するシステムを従来手法
として，提案手法との比較を行った．具体的には，す
べてのレビュー文章を一覧表示したものに加え，各製
品の月ごとのレビュー数の変化を示したグラフ，およ
び各月のレビュー内での出現頻度の高いキーワード上
位10個を呈示した．
本実験では，被験者として大学生12名（20代・男
性）の協力を得た．被験者には，極力客観的に評価を

(b) 発売一ヶ月後

するよう指示した上で，提案手法と従来手法それぞれ
を用いて，これから購入する製品の検討，決定を行う
ことを想定してレビューを見てもらった．６名には先
に提案手法を，残りの６名には先に従来手法を用いて
実験を行った．本実験では，4.1で示した10機種の携
帯電話のうち，簡易化のため905iシリーズの５機種に
関するレビューの解析を行ってもらった．定量的評価
として，購入製品決定までに要した時間の計測を行う
とともに，定性的評価のために実験後に以下の３つ質
問に答えてもらった．なお，情報を獲得する量が増
え，その結果意思決定までに要する時間が増えること
もあるため，購入製品決定までに要した時間の比較は
参考程度の情報である．

(c) 発売五ヶ月後
図13

905iシリーズに対するHK Graphの呈示結果

質問１

レビュー内容の把握・比較の行いやすさ

質問２

時系列情報の有用性

質問３

意思決定支援としての有効性

これらの質問に対して，５段階評価により，従来手法
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が優れていた（１点）から提案手法が優れていた（５点）
として回答してもらった．

５．まとめ

実験の結果，従来手法を用いた場合における購入製

本論文では，Webユーザレビューから抽出された評

品決定までの平均時間は27分53秒（±８分39秒），提

価項目に基づき，レビューの時系列変化・類似性の可

案手法を用いた場合の平均時間は21分26秒（±５分55

視化手法を提案した．月ごとのレビューで用いられた

秒）であった．
（ ）内はそれぞれ標準偏差である．平均

評価項目によってレビュー間の類似度を定義し，

値の差に対する t 検定を行ったところ，p値が0.11とな

MDSを用いてそれらのレビュー間の関係を可視化し

り，購入製品決定までの平均時間に有意な差は見られ

た．提案手法により，製品を評価する上で注目された

なかった．また上述の各質問に関する平均評点は，質

項目についての類似性を把握することが可能となるこ

問１が4.3（±1.1），質問２が3.6（±0.8），質問３が4.0

とを示した．また本論文では，MDSにより得られた

（±0.7）であった．本評価実験結果からのみでは，提

可視空間上での時系列変化の形状を表す３つの指標に

案手法に対する客観的な評価を行うことは困難ではあ

基づき，評判がどのように変化しているかの特徴づけ

るものの，提案手法を用いてレビュー内容の把握や製

を行った． 価格.com の携帯電話に関するレビューに

品比較を行うことで，ユーザの意思決定を支援できる

提案手法を適用し，MDSによる可視化結果とHK Graph

可能性が示唆されたと考えられる．

による呈示結果との対応関係を確認した．さらに，複

また，本実験において被験者から，「右の図（MDS

数の製品に対する評判を，評価された時期を同期して

による可視化）
の意味が最初はわからなかったが，使っ

解析することで，ユーザやメーカにとって有益な製品

ていくうちに少しずつ理解できた．」や，「HK Graph

の特徴把握が行えることを示した．

の表示を見てから指標の値を見るとなるほどと思っ
た．」といった意見が聞かれたため，同じ被験者（少し
慣れた状態）に再度提案システムを利用してもらい，
特に3 . 4 で示した各指標についての評価を行っても
らった．以下の質問について，それぞれ５段階評価
（質問①〜③：役に立たない（１点）〜役に立った（５
点），質問④：使いにくくなった（１点）〜使いやすく
なった（５点））により回答してもらった．
質問① 指標１の使いやすさ
質問② 指標２の使いやすさ
質問③ 指標３の使いやすさ
質問④ 指標４前回の実験に比べ，システムが使い
やすくなったか
その結果，各質問について，質問①4.9（±0.3），質
問②4.0（±0.9），質問③3.6（±0.8），質問④4.0（±0.4）
という評価を得た．ユーザにとって本指標がおおむね
有効であったと考えられる．ただし，最初の実験時に
おいては，指標についての評価はもっと低かったと考
えられ，これらの指標を有効に用いるためにはある程
度の 慣れ が必要となると考えられる．
追加実験において，「慣れてくると使いやすい．」，
「指標を参考にすることで，着眼点がわかりやすく
なった．」，「指標１と３の違いがあまりわからな
い．」といった意見が聞かれた．質問の評価が低かっ
たこととあわせ，特に指標３について検討していく必
要があると考えられる．
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Visualization of Time Series Variation of Web User Review based on
Evaluation Keywords
by
Yuki UCHIDA, Tomohiro YOSHIKAWA, Takeshi FURUHASHI,
Eiji HIRAO and Hiroto IGUCHI
Abstract：
Recently, the number of the web sites such as Web user reviews and web logs where users can express their
private ideas and opinions is increasing. However, it is very difficult to read whole the reviews on the internet. The
conventional systems for analysis of reviews can extract evaluation information, but they are not enough to analyze
time-series variation of them. This study tries to develop a review analysis system which shows the relationship among
user reviews by MDS and shows evaluation information for products using HK Graph which can visualize the relationship between words with hierarchical network structure based on the co − occurrence information for the keyword
graph. This paper proposes the visualization method to analyze time-series variation of Web user reviews based on
the similarity of extracted evaluation keywords.
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