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あらましあらましあらましあらまし  近年，Blogやオンラインストアなどの Web サイトには，さまざまな商品についての購入者のレビュー

が掲載されるようになった．これらのレビューを閲覧することにより，その商品に興味を持っている人は商品の利

用者側の立場からの意見を収集することができる．しかし，従来の検索エンジンと Webブラウザでは，多数の Web

サイトにレビューが分散していたり，多数のレビューが掲載されていたりした場合に，閲覧者の負担が非常に大き

くなる．そこで我々は，Web 上に存在するレビュー情報を自動的に収集して，その内容を分析・整理した形で閲覧

者に提示するシステムの検討を進めている．本稿では，本のレビュー情報である書評を対象とした収集・分析シス

テムを提案し，作成したプロトタイプについて報告する． 

キーワードキーワードキーワードキーワード  Webマイニング，Blog，文章解析 

 

Collecting and Analyzing User Reviews on Web Pages 

Using Document Analysis 

Daisuke KOBAYASHI†   Syunichi NAGAO   Daisuke SUTO  and  Ushio INOUE‡ 

‡Tokyo Denki University   2-2 Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 105-8457 Japan 

E-mail:  †04kc046@ed.cck.dendai.ac.jp,  ‡inoue@c.dendai.ac.jp 

Abstract   

Keyword  Web mining, Blog, Document Analysis 

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに  

近年，インターネット上への情報発信が容易になっ

たことにより，さまざまな商品についての購入者のレ

ビューが Web ページに掲載されるようになった．例え

ば，個人のホームページや Blog の多くに，その人が購

入した商品に対する感想が書かれている．また，Web

上のオンラインストアには，商品の情報と購入者のレ

ビューが一緒に掲載されているものも珍しくない．こ

れらのレビューを閲覧することにより，閲覧者はその

商品に興味を持ったり，商品の選択および購入の参考

にしたりすることができる．さらに，商品の利用者側

ではなく，提供者側の立場の人もこれらのレビュー情

報を商品開発や仕入れの業務に活用することができる． 

しかし，従来の検索エンジンと Web ブラウザを使っ

て，これらのレビュー情報を収集して分析するのは大

変な作業になる場合がある．例えば，個人の Blog から

レビュー情報を収集しようとした場合には，非常に多

数の Web ページを参照して，レビューが記述されてい

る部分を見つけなければならない．また，オンライン

ストアのようにレビューがまとめて掲載されている場

合でも，これらを逐一読んで内容を判断しなければな

らない．このように，現状ではレビュー情報の収集と

分析の両方に手間がかかるため，閲覧者にとって大き

な負担となっている．この問題を解決するため，我々

は，Web 上に存在するレビュー情報を自動的に収集し

て，その内容を分析・整理した形で閲覧者に提示する

システムの検討を進めている．その基本的なアイデア

は，Web ページの HTML タグの情報と記述されている

文章を解析することにより，Web ページ中からレビュ

ーの部分のみを抽出し，その中で使用されている語句

を分析することにより，レビューの内容を分類・整理

して，閲覧者に分かりやすい形で提示することである． 

本稿では，本のレビュー情報である書評を対象とし

て，レビューの収集・分析を自動的に行うシステムを

提案する．書評は，Blog の話題としてポピュラーなも

のであり，khipu(キープ )[1]などの書評専門のサイトも

存在する．また，Amazon[2]，ビーケーワン [3]，セブ

ンアンドワイ [4]などのオンライン書店にも多数の書

評が掲載されている．このような点から，書評は Web

上のレビュー情報の代表例の 1 つということができ，

ここで提案するシステムの利用価値は高いと思われる． 

以下，2 章で関連研究について述べ，3 章で書評の



 

 

収集と分析についてそれぞれ複数の手法を提案する．4

章で作成したプロトタイプについて紹介し，5 章で評

価結果を示し，6 章でまとめと今後の課題を述べる．  

 

2. 関連研究関連研究関連研究関連研究  

これまで，Web ページから Blog の本文を抽出する方

法については，いくつかの研究例がある．南野ら [5]

は，Blog ページの判定方法と，日付表現とタグの入れ

子構造に基づいた Blog からの本文抽出方法を提案し，

ランダムに集めた Web ページを対象とした精度評価

を行っている．また，zuzara[6]では，Blog から本文を

抽出する方法として，ブロック内の文字列中の文字数

とタグ数に着目した方法を公開している．しかし，こ

れらの方法では書評の対象となっている本の情報と書

評をペアの形で抽出することができない．  

一方，ユーザレビュー情報の分析方法についても研

究されている．立石ら [7]は，Web から抽出したレビュ

ーを分析して，対象・属性・評価表現の 3 つ組を生成

し，レーダーチャートにより視覚化するシステムを提

案している．しかし，提案されている方法は，車のエ

ンジンなど，属性が明確に定義可能なものを前提とし

ており，面白い本とか役に立つ本というように属性が

定義できない書評には適用できない．  

 

3. 提案手法提案手法提案手法提案手法  

本研究では Blog を対象として文書解析と正規表現

を用いて，書評が書かれた Blog 記事を収集する．また，

オンラインストアについては，Amazon Web Service[8]

を用いて各書籍の Amazon レビューを取得する．これ

らの方法によって得られた書評について，文章からの

特徴抽出と価値観を表す単語抽出を行う．  

 

3.1 書評書評書評書評のののの収集収集収集収集  

Web 上から書評を収集する手法について述べる．  

 

3.1.1 Blog からのからのからのからの収集収集収集収集  

Blog から書評を抽出するときには，書評の対象とな

っている本が明確に判らなければならない．なぜなら，

書評を抽出できたとしても，関連付ける書籍が判断で

きないからである．また，目的の書籍とは別の書籍の

書評と判断されてしまったら，それはノイズにしかな

らない．従って，何の本について書かれた書評なのか

を判断する必要がある．  

本研究では書籍情報が含まれている Blog 記事のみ

を抽出することで，書籍と書評の関連付けを行う．本

研究で抽出対象とする書評の構造を図１に示す．  
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図１ 抽出対象とする Blog 記事の構造  

 

 

(1) 書籍書籍書籍書籍データデータデータデータのののの取得取得取得取得  

HTML 文書内の書籍情報の検出と検索クエリ生成の

ための書籍データ（ ISBN・書籍名・著者名・出版社名）

を取得する．書籍データは Amazon Web Service を使用

して取得する．  

 

(2) 書評抽出書評抽出書評抽出書評抽出のののの対象対象対象対象ページページページページのののの URL 取得取得取得取得  

取 得 し た 書 籍 デ ー タ を 基 に ， 各 書 籍 に つ い て

Google[9]の Web 検索を用いて，「 “書評 ” AND “書籍

名 ” AND “著者名 ”」をクエリとして検索し，検索結果

の各 Web ページの URL を取得する．このときの“書

評”は固定キーワードであり，どの本を検索するとき

にも必ず “書評 ”というワードを付加する．このことで，

検索結果に書評を含まないページを現れにくくする．

以下に具体例を示す．  

 

例 ) 「 “書評 ” AND “東野  圭吾 ” AND “容疑者 X の献

身 ”」  

 

(3) 書評判定書評判定書評判定書評判定  

取得した Web ページの URL を用いて，HTML 文書

を取得する．取得した HTML 文書について，tidy を使

って HTML 文書を整形式の XHMTL 文書に修正する．

これにより，HTML 文法の誤りが修正され，後の処理

を正しく行うことができる．修正した XHTML 文書を

<div>,</div>，<td>,</td>，<h1>～<h6>,</h1>～<h6>タ

グで分割する．これらのタグで分割するのは，記事を

構成するタグとして使われることが多いからである．  

分割されたブロックから書評を検出するために，分

割された個々のブロックそれぞれに対して以下の処理

を行い，各処理結果は個々のブロックの特徴として関

連付ける．  

 

 



 

 

(アアアア ) 書籍書籍書籍書籍情報情報情報情報のののの検出検出検出検出  

Amazon Web Service から取得した本の情報を基に，

分割されたブロック中に ISBN・書籍名・著者名が含ま

れているブロックを抽出する．  

 

(イイイイ ) 記事記事記事記事のののの日付日付日付日付情報情報情報情報のののの検出検出検出検出  

Blog は日付を見出しとする場合が多いので，改行効

果のあるタグ（<p>，<br>）が存在しないブロックの

日付表現部分を探す．書籍情報として本の発売日が書

かれることがあるので，日付表現が存在していたとし

ても，書籍情報として検出されている場合は，記事の

日付として検出させないようにする．  

 

(ウウウウ ) コメントコメントコメントコメント欄等欄等欄等欄等のののの開始位置開始位置開始位置開始位置をををを検出検出検出検出  

コメントやトラックバックが現れるのは，各記事の

本文より後なので，記事の終わりを判別するためにコ

メント欄等の検出を行う．コメント欄等には，見出し

として「コメント」や「トラックバック」と書く場合

が多いので，見出しをコメント欄等の開始位置として

検出する．検出方法は，改行効果のあるタグが存在し

ないブロックで，「コメント」や「トラックバック」な

どの文字が存在するブロックを検出する．  

 

(エエエエ ) 本文本文本文本文スコアスコアスコアスコアのののの付加付加付加付加  

最終的に書評が書かれた文書を特定するための本

文らしさを表すスコアを計算する．本文の特徴として

「文書がある程度の長さを持つ」，「句読点が適度に存

在する」，「文書中の HTML タグの割合が低い」が挙げ

られる．これらの特徴を基にして作成した計算式を以

下に示す．  

1 tag_qty 

1 punc_qty 
text_lenscore

+
+

×=  

text_len はタグを除去したブロック中の文章の長さで

ある． punc_qty はブロック中の句読点の数である．

tag_qty はブロック中のタグの数である． score の数値

が高いほど，本文らしい文書であるとする．  

 

(4) 書評書評書評書評抽出抽出抽出抽出  

分割されたブロックを上から走査していき，ブロッ

クの特徴が「日付  →  本の情報  →  コメント欄等」の

順番で並んでいたとき，日付からコメント欄等の間を

書評の記事とする．そして，日付からコメント欄等の

間に存在するブロックの内，最も本文スコアの大きい

ものを書評の本文として抽出し，データベースに登録

する．  

 

3.1.2 Amazon レビューレビューレビューレビューのののの収集収集収集収集  

Amazon に存在するレビュー情報は Amazon Web 

Service を用いて収集する．Amazon Web Service では，

URL でパラメータを組み立てて HTTP の GET メソッ

ドでアクセスし，そのレスポンスを XML で受け取る．

これは，レビュー情報を取得するパラメータも設定で

き，Amazon の商品コード (ASIN)を指定するとレビュ

ー情報が取得できる．取得したレビュー情報の XML

データを，XPath を用いてレビュアー ID とレビュー日

付と本文を取り出し，データベースに登録する．  

 

3.2 書評書評書評書評のののの分析分析分析分析  

書評を文章解析し，各レビューにタグをつけること

により分類を行う．  

 

3.2.1 単語単語単語単語のののの出現頻度出現頻度出現頻度出現頻度にににに着目着目着目着目したしたしたした分類分類分類分類  

(1) 特徴量特徴量特徴量特徴量のののの算出算出算出算出  

特徴量の算出においては TF-IDF 法を用いる．一つ

の 本 の レ ビ ュー に 出 現 す る 名 詞 の 回数 を TF(Term 

Frequency)とし，すべての本のレビューにおける名詞

の 出 現 頻 度 を DF(Document Frequency) と す る ．

IDF(Inverse Document Frequency)は DF の値の逆数の対

数を取り１を加えたものとする．求めた TF と IDF の

積をとり TF-IDF 値とする．この値は数値が高いほど

その本特有の語であることになる．TF-IDF の定義を表

１にまとめる．  

 

表１ TF-IDF 定義  

 

( ) の出現回数一つの本における ttTF =  

( )
本の総数

本の数がレビューに出現するt
tDF =  

( )
( )( )tDF

tIDF
1

log1+=  

 

 

(2) タグクラウドタグクラウドタグクラウドタグクラウドのののの作成作成作成作成  

タグクラウドの作成には pear のタグクラウド作成

ライブラリ HTML_TagCloud[10]を用いる．このライブ

ラリでは文字を強調するために文字の大きさを設定す

ることができる．本研究ではこの値をその単語の特徴

量を求めることで定める．また単語に関してはレビュ

ーを MeCab[11]を用いて形態素解析を行い，名詞を抽

出する．  

 



 

 

3.2.2 価値観価値観価値観価値観をををを表表表表すすすす単語単語単語単語によるによるによるによる分類分類分類分類  

「おもしろい」，「つまらない」,「駄作」など書評で

は ,その書籍の価値観を表わす単語の数は限られてい

る．あらかじめそれらの語を専用の辞書に登録してお

き，取得した書籍データを書籍のユーザレビューごと

に文章解析を行う．そして，文章解析した語を辞書に

登録されている語と照合する．登録されている語であ

れば，データベースにその本の ISBN や投稿日や投稿

者の情報とキーワードを登録する．  

上記の方法を用いれば，書籍の評価を知りたい時は

データベースに問い合わせをし，「おもしろい」，「つま

らない」，「駄作」といったユーザ意見を表すキーワー

ドを抽出した結果を画面に表示することができるので，

どのような評価を書き込んでいるのか一目でわかる．  

 

(1) 専用辞書専用辞書専用辞書専用辞書のののの登録登録登録登録  

例えば「面白い」という単語を登録する．しかし書

評では「面白い」の他に，「おもしろい」「面白かった」

「面白くなかった」などの表現で書かれており，語の

ばらつきがあるため，それらの語も配慮しなくてはな

らない．そこで形態素解析（MeCab）を利用する．  

「面白かった」という単語を構文解析すると，「面

白かった」という単語は「面白かっ」と「た」に分解

される（図２）．「面白かっ」の出力の基本形の箇所に

「面白い」という単語がある．つまり「面白かった」

という単語を辞書登録する際に，基本形の「面白い」

も登録しておけば，「面白い」という単語と関連付けす

ることができる．  

また，「面白くなかった」という単語は「面白い」

の否定形なので，「面白い」に関連付けされた語の集合

を肯定表現と否定表現に分ける必要がある．そこで語

に否定表現（例．ない，なかった）が存在する場合は

評価値を -１とする．また肯定表現は評価値を１とする． 

 

図２ MeCab による単語の分解例  

 

(2) 書評書評書評書評キーワードキーワードキーワードキーワードのののの登録登録登録登録  

取得した書籍データを書籍のユーザレビューごと

に文章解析を行う．文章解析には MeCab を用いる．そ

して，文章解析した語を辞書に登録されている語と照

合する．登録されている語であれば，登録されている

語の中で，最長一致する語をデータベースにその本の

ISBN や投稿日や投稿者の情報とキーワード，そのキー

ワードの基本形，及び評価値を登録する．  

 

4. プロトタイププロトタイププロトタイププロトタイプのののの実装実装実装実装  

4.1 書評収集部書評収集部書評収集部書評収集部  

対象とする書籍は，Amazon の各ジャンル（文学・

評論，人文・思想，社会・政治，…）について，売れ

筋の書籍を 100 冊ずつの ISBN・書籍名・著者名・出版

社名を取得する．ただしジャンルを超えて同じ本が存

在する場合は一つのみカウントする．これにより 1620

冊の書籍の ISBN を取得した．  

取得した 1620 冊について，3 章 1 節で示した手法を

用いて，書評データを収集する．Blog の書評収集の対

象とする Google 検索結果の件数は，１つの書籍に対し

て上位 20 件として収集する．これにより，1751 件の

Blog 記事を収集した．Amazon レビューについても

1620 冊分のレビューを収集し，31538 件のレビューを

収集した．  

 

4.2 書評分析部書評分析部書評分析部書評分析部  

書評解析部プロトタイプ構成図を図３に示す． 書

評収集部で集められたレビューは本・レビューＤＢに

格納されている．  
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図３ プロトタイプ構成図  

 



 

 

4.2.1 単語単語単語単語のののの出現頻度出現頻度出現頻度出現頻度にににに着目着目着目着目したしたしたした分類分類分類分類  

プロトタイプはクライアントで動作する表示部と

サーバ側で動く DB と実行部に分かれる．実行部では

レビューから MeCab を用いてタグと TF 値を抽出しデ

ータベースに格納する．またその TF タグデータベー

スを用いて TF-IDF 法により IDF が求められデータベ

ースに格納される．表示部では作品名と表示するタグ

の個数を決め実行するとその本についているタグの

TF-IDF 値が高いタグが TF-IDF 値とともに表示される

（図４）．  

 

図４ 表示部サンプル  

 

 

各タグにはリンクが張ってあり，このリンクからそ

の本のタグの単語が使われているレビューの一覧を表

示するページに移動できる（図５）．  

また，移動先のページには同じタグがつけられてい

る本の一覧も表示される（図６）．  

ユーザはこの一覧のリンクよりその選択した本の

同じタグがついたレビューを見ることができる．  

 

 

図５ レビュー表示サンプル (1) 

 

 

図６ レビュー表示サンプル (２ ) 

 

 

4.2.2 価値観価値観価値観価値観をををを表表表表すすすす単語単語単語単語のののの抽出抽出抽出抽出  

データベースに登録された書評の価値観を表わす

単語の表示例として東野圭吾の「探偵ガリレオ」を示

す（図７）．ここで表示されている単語は，書評で登録

したキーワードを語の基本形ごとにまとめ，さらに評

価値ごとにまとめたものの上位５件の単語である．単

語をクリックすると，その単語を含む書評一覧へとジ

ャンプする（図８）．また，単語が出現する書評の一文

をクリックすると，その一文を含む書評へとジャンプ

する（図９）．そして，単語の一覧表示をクリックする

と，すべての単語一覧へとジャンプする（図１０）．  

 

 

図７ 「探偵ガリレオ」の単語表示  

 

 



 

 

 

図８ キーワードを含む書評一覧  

 

 

 

図９ キーワードを含む書評 (一文クリック時 ) 

 

 

 

図１０ キーワード一覧の表示  

 

5. プロトタイププロトタイププロトタイププロトタイプのののの評価評価評価評価  

5.1 書評書評書評書評収集収集収集収集部部部部のののの評価評価評価評価  

今回，1620 冊の書籍に対して Google 検索結果から

20 件ずつ Web ページを取得して，32400 件の Web ペ

ージから 1751 件の Blog 記事が収集された．  

この 1751 件の記事からランダムに取り出した 100

件の記事について，書評が書かれているかどうかと，

書籍と書評の関連付けが正しいかどうかを人手で判断

した．その結果，62 件が正しく書評が書かれた記事を

取り出していた．12 件は書評の一部を取り出していた．

残り 26 件は書評ではなかった．この 26 件の内容を表

２に示す．  

表２ 判定ミスの内訳  

Blog 記事の内容  件数  

書評ではない記事に書籍情報

を載せている  

14 件  

１つの記事に複数の書籍に対

する書評が存在する  

7 件  

書籍情報しか存在しない  5 件  

 

32400件の Webページに対して収集された Blog記事

の割合が約 5%だった．これは，Blog 以外のページを

取得しているのもあるが，書籍情報の判定を ISBN・書

籍名・著者名のすべてを含むものに限定しているから

だと考えられる．  

 

5.2 書評分析部書評分析部書評分析部書評分析部のののの評価評価評価評価  

5.2.1 取得取得取得取得したしたしたしたタグタグタグタグのののの有用性有用性有用性有用性のののの評価評価評価評価  

現在登録されている 1620 冊の中から無作為に 100

冊選びタグを 10 個表示させる．そのタグを見て，その

本特有の語であるかを主観的に判断する．判断の基準

としては  

 

(1) そのタグ単独で意味をなしているか  

(2) そのタグがついているレビューを読み本の内容に

関連している語かどうか  

 

という点を重視し判断した結果を表３に示す．  

 

表３ タグの評価結果  

タグの判断  個数  

特徴を表しているタグ数  615 個  

特徴を表していないタグ数  385 個  

  

この結果より約 60％の有用なタグが検出されてい

ることがわかる．すなわち 1 冊につき約 6 個の割合で

有用なタグを取得できていることになる．  

 

5.2.2 取得取得取得取得したしたしたした価値観価値観価値観価値観をををを表表表表すすすす単語単語単語単語のののの評価評価評価評価  

文章解析した語と照合するために，現在登録されて

いる 322 語の価値観を表わす単語の専用辞書を用いる．

また，検証対象として東野圭吾の「探偵ガリレオ」の

ユーザレビュー（69 件）を扱い，精度を確認する．確

認方法は上記のレビュー (69 件 )に対してプロトタイプ

を使い，価値観を表す単語を抽出した結果と手動で価

値観を表す単語を抽出した結果とを比較する．比較に

関しては以下の３つの方法で比較する．  

 



 

 

(1) 各単語数の比較  

手動で抽出した各単語数 (M)とプロトタイプを使

い，抽出した各単語数 (A)を比較する．  

比較結果としてプロトタイプで抽出した単語の

種類６７個のうち，単語数の多い上位５件と精度の

高い単語上位５件をそれぞれ表４および表５に示

す．  

[ ]%100　　　×







=

i

i

i

A

M
P  

(2) 全体の単語数の比較  

手動で抽出した全体の単語数 (M(n))とプロトタイ

プを使い，抽出した全体の単語数 (A(n))を比較する． 

比較結果を表６に示す．  
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(3) (１ )の結果の精度の平均値  

（１）で得た結果の総和を抽出した単語の種類（n）

で割り精度の平均値を求める．  

 比較結果を表７に示す．  
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表４ 各単語数の比較結果（単語数の多い上位５件）  

抽 出 し た

単語  

手 動 で 抽 出

し た 単 語 数

M[個 ] 

プロ トタ イ プ

で抽 出し た 単

語数 A[個 ] 

精度 [%] 

面白い  20 35 57.14 

楽しめる  8 12 62.67 

良い  9 12 75 

好き  5 11 45.45 

不思議  5 8 62.5 

 

 

表５ 各単語数の比較結果（精度の高い単語上位５件） 

抽出した  

単語  

手 動 で 抽

出 し た 単

語数 M[個 ] 

プロトタイプ

で抽出した単

語数 A[個 ] 

精度 [%] 

読み易い  8 8 100 

物足りない  7 7 100 

納得  5 5 100 

難しい  4 4 100 

気軽  4 4 100 

 

 

表６ 全体の単語数の比較結果  

手 動 で 抽 出 し た

全体の単語数 [個 ] 

プ ロ ト タ イ プ で 抽 出

した全体の単語数 [個 ] 

精度 [%] 

147 211 69.67 

 

表７ （1）の結果の精度の平均値  

精度の総和 [%] 単語の種類 [個 ] 精度 [%] 

5273.41 67 79.90 

 

表４の結果では，精度は平均して約 60％の精度とな

った．精度が低くなった原因としてはユーザレビュー

の中で書籍の書評ではなく，ドラマや映画化及び登場

人物などについて，これらの単語を用いていためであ

る．一方，表５の結果ではドラマや映画及び登場人物

などに用いられておらず，これらの単語はすべて書籍

に対して用いられたからである．  

表６の結果から推測できることは，プロトタイプで

は，前後の内容と関係なく単語が一致すれば抽出して

いるために不必要な単語（ノイズ）が多いことである．

また，もう１つの要因としては手動で行なった場合，

レビュー数が多いので見落とした単語が少なからず存

在するからである．  

表７の結果において，表６の結果より精度が高い理

由としては，プロトタイプで抽出した不必要な単語（ノ

イズ）は，手動ではそれらの単語を抽出しないためで

ある．つまり，不必要な単語が多くても，各単語につ

いての精度を見ると，精度の高い単語と低い単語がは

っきりとわかる．  

 

6. まとめまとめまとめまとめ  

本稿では，書評の収集・分析を自動的に行うシステ

ムを提案した．書評収集について，Blog の場合は，

HTML のタグ構造と日付，見出しと文章の長さの情報

を用いる方法，Amazon のレビューの場合は Amazon 

Web Service が返す XML 文書を，XPath を用いてレビ

ューを収集する方法を述べた．また書評分析について，

TF-IDF 法に基づいた語の出現頻度を用いたタグ付け

による分類方法と，語の肯定表現と否定表現に基づい

て計算した評価値による分類方法を述べた．これらの

方法を実装したプロトタイプを作成し，実際の Web ペ

ージを対象として評価を行い，閲覧者に対して有効な

情報を提供できることを確認した．  

今後は，さらに多くの Web ページを対象とした評価

を行ってシステムの精度と性能を改善していくととも

に，より使い易く判り易いユーザインタフェースを開

発していく予定である．  
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