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批評文の信頼度を用いたレビュー対象検索手法

梅村 和宏† 鈴木 優†† 川越 恭二††

† 立命館大学大学院 理工学研究科 〒 525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1
†† 立命館大学 情報理工学部 〒 525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1

E-mail: †{umemura,suzuki,kawagoe}@coms.ics.ritsumei.ac.jp

あらまし 本研究では，特定のレビューサイト内における商品や映画などのレビュー対象を検索する際に，批評文の

信頼度を算出し利用する手法を提案する．レビューサイトの批評文には，レビュー対象に対する意見が記述されてい

る．利用者にとって，批評文に記述されている意見はレビュー対象を評価する上で重要である．そのため，レビュー

対象を検索する上で批評文を用いることは有効であると考えられる．しかし，批評文は必ずしもレビュー対象に対す

る正しい評価が行われているとは限らない．そこで，我々は批評文の信頼性を考慮するために批評文に対して行われ

た投票結果から批評文に同意する利用者が占める割合を求めることによって，批評文の支持率を算出した．また，支

持率が同値の場合は投票数の多い方が信頼度が高いという考えに基づき，批評文の信頼性をスコアとして数値化する

ための手法を提案する．本研究の有効性を示すため，11点平均適合率を用いて従来の単語出現数を考慮した検索手法

である TFIDF法と精度の比較を行う．

キーワード 情報検索，信頼性

A Retrieval Method of Reviewed Objects using Review’s Reliability

Kazuhiro UMEMURA†, Yu SUZUKI††, and Kyoji KAWAGOE††

† Graduate School of Science and Engineering, Ritsumeikan University
†† Colledge of Information Science and Engineering, Ritsumeikan University

Nojihigashi 1-1-1, Kusatsu, Shiga 525-8577, Japan
E-mail: †{umemura,suzuki,kawagoe}@coms.ics.ritsumei.ac.jp

Abstract In this paper, we propose a object retrieval method to deal with review’s reliability search for reviewed

object. We believe that using reviews is effective to search reviewed objects, because reviews are considered as

evaluation of reviewed objects. But, reviews are not always reliable. Therefore considering review reliability is

needed. In this paper, we calculate review’s support level using reviewer’s votes that submitted by the other users.

We focused a case that review’s support level are the same because reliability of support level is different by the

number of votes. We propose a calcuating method of review’s reliability by applying sampling error. Finally, we

compare proposal method with the method of TFIDF by 11-point average precision.
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1. は じ め に

近年，Web 上において映画や本などといったレビュー対象

に対して，批評を行うレビューサイトが普及している．それぞ

れのレビュー対象には，レビュー対象に対する意見を述べた批

評文が数多く記述されている．このように膨大な数の批評文

が存在することによって，利用者は，有用な批評文を判断する

ことが困難であり，それらの批評文からレビュー対象の評価を

正確に判断することができない．その結果，批評文を参考にレ

ビュー対象間の比較を行うことも困難である．しかし，批評文

はレビュー対象を評価する上で重要であるため，批評文の有用

性判別実験 [1]や，膨大な批評文からレビュー対象の特徴を抽

出する研究 [2]などが行われている．

我々は，利用者の問合せをレビュー対象の評価指標と考え，

問合せを含む批評文を用いることによってレビュー対象の評価

を算出し，さらにレビュー対象の評価に信頼度を考慮したレ

ビュー対象検索手法を提案する．本研究では，問合せを行う利

用者を，検索者と定義する．また，批評文を記述した利用者を

批評者と定義する．

問合せを評価指標として考えた場合，レビュー対象に付与さ



れた批評文集合において，問合せを含む批評文が肯定的な意

見の批評文に偏っていればレビュー対象の評価が高く，否定的

な意見の批評文に偏っていればレビュー対象の評価は低いと考

えられる．そこで，問合せを含む批評文集合から，肯定意見

もしくは否定意見に偏っている程度を算出することによってレ

ビュー対象の評価を算出する．これによって問合せを評価指標

とした際の，レビュー対象の評価を正確に求めることが可能で

あると考えている．

しかし，批評文は誰もが容易に書き込むことが可能であるた

め，信頼性が低い批評文が記述されている可能性がある．情報

収集を行う上で情報の信頼性は重要である [3]ため，批評文の

信頼性を考慮する必要がある．そこで，レビューサイトの特徴

である批評文に対する投票から批評文の信頼度を算出すること

にした．批評文に対する投票とは，批評文の内容に同意できる

か否かという指標で，批評文を閲覧した利用者によって投じら

れるものである．なお本研究では，投票を行った全利用者数に

対して批評文に同意する利用者数の割合が高く，投票数が多い

批評文の信頼度が高いと考えている．

2. 関 連 研 究

2. 1 Web上からの評判情報抽出

Kushal ら [4] は Amazon などといったレビューサイトを活

用し，Web 上から評判情報を抽出する手法を提案している．

Kushalらの提案手法では，レビューサイト内の批評文に対して

付加された 2値評価を用いて，批評文を肯定意見と否定意見に

分類し，肯定意見の批評文に出現する頻度と否定意見の批評文

に出現する頻度から単語の重み付けを行っている．また，重み

付けを行った単語を用いてWeb 上から評判情報の抽出を行っ

ている．他にもWeb上から評判情報を抽出する研究 [5]，[6]，[7]

が多く行われている．

本研究では問合せを評価指標として，評価の高いレビュー対

象を検索することを目的とし，Web 上から評判情報を検索す

るこれらの研究とは目的が異なる．手法としてはレビューサイ

トに記述されている批評文を肯定意見，否定意見に分類し，肯

定的，否定的を表す指標を単語の重みとして付加するという点

で，本研究で提案する手法と共通している．しかし Kushalら

は，一つの単語に対して重みを一意に割り当てている．我々は，

同一の単語でも用途によって肯定的な表現や否定的な表現にな

ると考えている．そこで本研究では，批評文ごとに同一の単語

でも異なる重みを割り当てる点において Kushal らと異なる．

また，重みを算出する際に批評文の信頼性を考慮した手法を実

現したという点で異なる．

2. 2 単語の出現数を考慮した重み付け

単語に対して重み付けを行う代表的な手法として，Salton

ら [8]が提案する TFIDF法がある．Saltonらは，Web文書に

出現する単語の数に着目し，局所的重み付けと大域的重み付け

を行う手法の提案を行っている．局所的重み付けとは同一の文

書内に，ある単語が出現する数を考慮したものであり，同一の

文書内に多く出現する単語に対して高い重みが与えられる．ま

た，大域的重み付けとは，文書集合全体で出現する単語数を考

慮したものであり，特定の文書にだけ出現する単語に高い重み

が与えられ，多くの文書に出現する単語は一般的な単語と考え

れられるため低い重みが与えられる．

Saltonらが提案する局所的重み付けでは，単語の意味を考慮

に入れず出現数だけで重み付けを行っている．本研究では，単

語が肯定的な表現として使用されているか，否定的な表現とし

て使用されているかを区別することによって，単語の意味を考

慮した重み付けを行っている点で Saltonらの手法とは異なる．

3. 批評文の信頼度を考慮した単語の重み付け
手法

本研究では図 1に示す通り，問合せの意見偏り度を批評文の

肯定度と信頼度を考慮することによって算出する手法について

提案する．

意見偏り度とは，問合せがレビュー対象内で肯定意見もしく

は否定意見のどちらの意見として述べられているかを数値化し

たものである．我々は，問合せを評価指標と考えているため，

問合せの意見偏り度はレビュー対象に対する評価値を示してい

ると考えている．この意見偏り度を算出するため，批評文の肯

定度を算出する必要がある．肯定度とは，肯定意見もしくは否

定意見の度合いを数値化したものである．

次に信頼度について定義する．本研究における信頼度とは，

批評者が記述した批評文の内容がレビュー対象に対する意見と

して正しく述べているかを示す指標である．批評文がレビュー

対象の意見として正しく述べている場合，その批評文は多くの

利用者から同意を得ていると考えられる．そこで，レビューサ

イトの特徴である批評文に対する投票の結果を用いて，批評文

ごとに信頼度を算出する．

3. 1 レビューサイトの定義

本研究では図 2に示すように，レビューサイトのデータベー

ス内にはレビュー対象が複数存在し，それぞれのレビュー対象

に対して複数の批評文が付与されているレビューサイトを想定

している．また以下に述べる二つの特徴を保持するWebサイ

トを本研究におけるレビューサイトと定義する．

一つ目は，批評者がレビュー対象に対して得点を付与するこ

とが可能であるという特徴を持つものである．図 2における 30

点が，批評者が付加した得点にあたる．この批評者が付加する

得点は，レビューサイトによって得点の幅が異なる．

二つ目は，批評文を閲覧した他の利用者が批評文に同意でき

るか否かについて投票をできる特徴を持つものである．この特

徴を用いることによって図 2 に示すように，批評文に同意して

いる利用者数を知ることが可能である．本研究では，投票を行

う利用者を投票者と定義する．

この二つの特徴を用いて肯定度と信頼度を算出し，レビュー

対象検索手法を実現する．

3. 2 批評文の肯定度算出

問合せの意見偏り度を算出するため，批評文に記述されてい

る内容が肯定意見であるか，否定意見であるかを求める必要が

ある．そこで本節では，批評者がレビュー対象に対して付加し

た得点を用いることによって，批評文の肯定度を算出する手法
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図 1 提案手法の流れ

について述べる．

レビュー対象に対する得点は，批評者がレビュー対象に対す

る評価を数値で表したものであり，レビュー対象に対する評価

を文書として書き込んだ批評文と関係があると考えられる．そ

こで批評者が，レビュー対象に対し高い得点を付加していた場

合には批評文は肯定的な意見が記述され，低い得点が付加され

ていた場合には批評文は否定的な意見が記述されているという

仮説を立てた．この仮説を検証するため，4. 1節の手順で予備

実験を行い，仮説が正しいことを証明した．

我々は，4. 1節で証明したレビュー対象に対する得点と批評

文の関連から得点を 0から 1の間に正規化した場合，0.5が肯

定意見，否定意見の境界であると判断した．そこで，批評者の

得点を用いた肯定度H の算出法は式 (1)のようになる．rは批

評者の付加した得点を 0から 1の間に正規化した値である．

H =
r − 0.5

0.5
(1)

式 (1)によって求められた H は −1から 1の間の値を取る．

−1は批評文が否定的な意見を述べていることを表しており，1

は批評文が肯定的な意見を述べていることを示している．

ここで，実際に記述された映画に対する得点と批評文を表 1

に示す．表 1に示す例では，「面白い」という単語が複数出現し

ている．そのため，単語の出現数を用いた重み付けでは，出現

回数が多いことによって批評文との関連が強いと判断され大き

い重みが与えられる．しかし，表 1の一つ目に示している批評

文では否定的な意見の中で「面白い」という単語が使用されて

いるため，大きい重みを与えるべきではないと考えられる．本

研究では，肯定意見，否定意見の偏りから重み付けを行うため，

この例では「面白い」という単語の重みが小さくなる．このよ

うに，単語の出現数を考慮した重み付けと比較し，本研究で述

べたレビュー対象に対する得点と批評文の関連を考慮した重み

付けが有用であると考えられる．

3. 3 批評文の信頼度算出

レビューサイトには，レビュー対象に対する批評として正し

くない内容が記述されている可能性がある．そのような批評文

レビュー対象（映画など）批評文1批評文2批評文3 ３０点単語Ａ，単語Ｂ
5人中3人が同意・・レビューデータベース
批評者得点と批評文を付与 投票者批評文を投票で評価

図 2 批評文のイメージ

はレビュー対象の評価を算出する上で適切ではない．そのため，

肯定度を算出する際に批評文の信頼度を考慮することとした．

批評文の信頼度を求めるため，批評文に対する投票に着目した．

批評文に対する投票から支持率を算出し，また支持率が同値の

場合を考慮した信頼度の算出手法について本節で述べる．

3. 3. 1 投票結果を用いた批評文の支持率算出

本節では，投票者が行った投票を用いることによって，批評

文の支持率を算出する手法について述べる．

批評文に対する投票は，批評者が書込みを行った批評文と投

票者が保持している批評対象に関する知識が一致するか否かを

表したものである．つまり投票者は，批評文が同意できる否か

を判断し，投票を行っていると考えられる．そこで本研究では，

複数の投票者によって行われた批評文への投票を批評文に対す

る評価と考え，この評価を 0から 1の値で表現する．

批評文に対して同意するに投票を行った投票者が多ければ，

批評文は高い評価を得ているということになる．しかし，批評

文に対して同意した投票だけを用いたのでは，批評文に対して

同意していない投票者の意見を考慮していない．そこで，ある

批評文に対して行われた全ての投票数において，批評文に対し

て同意するに投票された数が占める割合を求める．

この割合は批評文に対する支持率であり，信頼されている割

合と考えることができる．ある批評文に対して行われた全ての

投票数を N，批評文に対して同意するに投票された数を Y と

した時の支持率 f は，式 (2)に示す通りである．

f =
Y

N
(2)

式 (2)に示す値が高ければ，多くの利用者から同意を得てい

ることを示し，批評文の信頼度が高いということを表している．

本研究では，この式 (2) を用いて算出した批評文の支持率を，

批評文支持率と定義する．

表 1 得点と批評文の例

得点 批評文

0.35 友達が面白いっていうから行って見たら

予想した通り面白くなかったね・・・

0.9 なんと、よくできた映画だ。・・・

最後のエンディングがすげー面白かった



また我々は，批評文支持率が同値の場合でも投票数が異なる

点に着目した．例えば，総投票数が 5件で批評文に同意する投

票数が 2件の場合と総投票数が 10件で批評文に同意する投票

数が 4件の場合は，投票数は異なるが批評文支持率は同じ 0.4

となる．しかし我々は，同じ批評文支持率であっても投票数の

多い方がより多くの利用者の意見を取り入れているため，批評

文支持率の信頼性が高いと考えている．そのため，批評文支持

率と投票数を用いて，批評文の信頼度を算出することとした．

次節にて投票数を考慮した信頼度算出法について述べる．

3. 3. 2 投票数を考慮した信頼度算出

批評文支持率と投票数を用いて信頼性を算出する方法として，

我々は単純無作為抽出法による標本誤差の算出法に着目した．

標本誤差の算出法は式 (3)に示すようになる．E は標本誤差を

表しており，αは標本調査によって得られた支持率，N は標本

数を表している．

E =
1√

α(1−α)
N

(3)

標本誤差とは，標本調査の結果として得られた推計値の正確

さを表す数値であり，標本調査によって得られた支持率 αと標

本数の関係から，得られた支持率の誤差範囲を示したものであ

る．つまり，式 (3) では標本数が N の時，得られた支持率 α

は ±E の範囲で誤差があるとされる．誤差の範囲が大きくなれ

ば推計値の信頼性が低下するため，本研究では標本誤差を批評

文支持率が信頼できない確率と置き換えて考えることが可能で

あると考えている．また我々は，批評文支持率が信頼できない

確率は，投票数に大きく依存すると考えているため，投票数だ

けを用いて批評文支持率の信頼できない確率を算出することと

した．そこで，投票数を N とした時の信頼できない確率 C は

式 (4)となる．

C =
1√
N

(4)

この式 (4)では，投票数が 4倍になれば，信頼できない確率

は 1
2
になることを示している．

また批評文支持率が信頼できる確率は，信頼できない確率の

背反事象であるため，信頼できる確率 Aは式 (5)となる．

A = 1 − C (5)

この批評文支持率の信頼できる確率が高い批評文の肯定度を

重視する必要があると考えられる．そのため，式 (6)に示すよ

うに批評文支持率と批評文支持率を信頼できる確率を掛け合わ

せることによって，批評文の信頼度 Rを算出する．

R = f · A (6)

Rの値は [0,1]の間の値を取り，1に近いほど信頼度が高く，

0に近いほど信頼度が低い批評文であることを示している．

3. 4 批評文の重み付け

批評文の重みを求めるため，3. 2節で提案した肯定度と 3. 3

節で提案した批評文の信頼度を掛け合わせる．批評文の重みW

の算出式は式 (7)のようになる．

W = H · R (7)

W の値は 1 に近いほど肯定意見が記述され，支持されてい

る批評文，−1は否定意見が記述され，支持されている批評文

であることを表している．また，0に近いほど，肯定意見でも

否定意見でもない批評文，もしくは支持されていない批評文で

あることを表している．

3. 5 問合せの意見偏り度算出

本節では，3. 4節で求めた批評文の重みを用いることによっ

て，問合せの意見偏り度を算出する手法について述べる．我々

は，問合せを検索者が要求するレビュー対象の評価指標と考

えている．そこで，問合せを含む批評文が肯定意見に偏って

いればレビュー対象の評価は高く，否定意見に偏っていればレ

ビュー対象の評価は低いと考えた．この意見偏り度を求めるこ

とによってレビュー対象の評価を求める．意見偏り度を算出す

るため，レビュー対象に付与された批評文集合で問合せを含む

批評文の重みの平均を取る．

しかし，批評文の数はレビュー対象ごとに異なり，批評文の

数が少なければ批評文 1件の重みが大きく単語の重みに反映さ

れることになる．つまり，ある単語を含む批評文がレビュー対

象に 1件しか存在しなければ，その批評文の重みが，レビュー

対象に対する意見偏り度となる．これでは意見の偏りを求めた

ことにもならず，批評文も少ないため，信頼性も少ない．そこ

で，3. 3. 2節の信頼度算出法を用いることによって，批評文数

を考慮したレビュー対象における単語の重み付けを行う必要が

ある．問合せを含む批評文の重みをWij とした時の，レビュー

対象における意見偏り度 Xi は式 (8)に示すとおりである．ま

た，iはレビュー対象番号，j は問合せを含む批評文の識別番号

を示している．mは問合せを含む批評文の数を示している．

Xi = (1 − 1√
m

) · 1

m

m∑
j=1

Wij (8)

4. 実験と評価

本章では，我々が立てた仮説を実証するために行った予備実

験と 3. 章で提案した批評文の肯定度と信頼性を考慮した検索

手法の有効性を示すために行った評価について述べる．

4. 1 予 備 実 験

我々は，レビュー対象に対し高い得点を付加していた場合に

は批評文は肯定的な意見が記述され，低い得点が付加されてい

た場合には批評文は否定的な意見が記述される関係があるとい

う仮説を立てた．本節では，この仮説が正しいことを実証する．

4. 1. 1 実 験 方 法

予備実験では，映画に関するレビュー対象の批評文と得点を無

作為に 971件，goo映画（注1）より取得した．また，Amazon（注2）よ

り音楽に関するレビュー対象の批評文と得点を無作為に 1022

件取得した．取得した批評文と得点を用いて仮説の検証を行う

こととした．得点は，レビューサイトによって異なるため，goo

（注1）：htto://movie.goo.ne.jp/

（注2）：http://www.amazon.com/



映画より取得した実験対象は 20段階評価であり，Amazonよ

り取得した実験対象は 5 段階評価である．

実験を行うため，批評文に記述されている内容が肯定的であ

るか，否定的であるかを分類する必要がある．そこで我々は，

被験者にレビュー対象に対する得点を提示せずに批評文だけを

提示し，被験者の判断によって，取得した全ての批評文を肯定

的な意見と否定的な意見に分類した．被験者は，我々の研究室

に所属する研究生 8名である．分類した結果を用いて，得点ご

とに肯定的な意見について述べた批評文が，その得点の範囲内

に含まれる批評文に占める割合を算出する．

4. 1. 2 実 験 結 果

4. 1. 1節で述べた手順で分類した批評文と，それに対する得

点を用いて，批評文と得点の関連性を調べた．その結果を表 2,

表 3に示す．

表 2 は映画に関する批評文を用いて実験を行った結果であ

る．得点範囲とは，批評者が付加した得点を示し，肯定意見数

は，得点範囲に含まれている批評文の中で被験者が肯定意見と

分類した批評文の数である．また総数は，得点範囲に含まれる

批評文数を示し，割合は肯定意見数が総数に占める割合を示し

ている．

表 2が示す結果から批評者が付加した得点が高ければ肯定意

見が占める割合が多く，得点範囲が [0.4,0.6]の間では，占める

割合の平均が 0.445と肯定意見と否定意見の批評文が混在して

いることがわかった．つまり，[0.4,0.6]の間に肯定意見と否定

意見の境界があることがわかる．しかし，[0.0,0.1]の範囲にお

いては否定的な意見が多く存在するべきであるにも関わらず，

肯定意見が占める割合が 0.24 と高い値を示していた．このよ

うに仮説と異なる点も一部結果として現れたが，得点と割合の

の相関係数は 0.93 と高い値を示し，得点と批評文の内容は関

連性が高いという結果が得られた．

また我々は，音楽に関する批評文でも，映画に関する批評文

を用いて行った予備実験と同様の実験を行った．その結果を表

3に示す．表 3は Amazonより取得した批評文を用いているた

め，得点は 5段階評価となっている．

表 3が示す結果も表 2が示した結果と同様に，批評者が付加

した得点が高ければ肯定意見が占める割合が多く，批評者が付

加した得点が低ければ肯定意見が占める割合が低くなっている．

これらの結果から得点と批評文との関連性を示すことができ

た．また，肯定意見と否定意見の境界は，得点が 0.5の時であ

るという結果を得られた．

4. 2 提案手法の評価

本研究で提案した手法の有効性を示すため，11 点平均適合

率を用いて，TFIDF 法と提案手法の比較を行った．本章では，

11点平均適合率を求めるための評価方法と，実験結果について

述べる．

4. 2. 1 評 価 方 法

Amazon APIを使用し，本のインターネット・Web開発に

関する分野から 2743件のレビュー対象と，4190件の得点と批

評文を取得した．また音楽の J-POPに関する分野から 2143件

のレビュー対象と，30022件の得点と批評文を取得した．取得

したレビュー対象を検索の対象として，評価実験を行った．評

価実験は，それぞれの分野ごとに行った．

本研究で提案した手法の検索精度を求めるため 11点平均適

合率を用いて評価することとした．11 点平均適合率を用いる

ためには，検索対象の中から正解集合を用意する必要がある．

そこで，8 名の被験者によって本に関する分野において 5 件，

音楽に関する分野において 3件の正解集合を作成した．被験者

各々が決定した問合せを用いて，全文一致検索によって問合せ

を含む批評文が書き込まれているレビュー対象を検索する．得

られたレビュー対象を無作為に提示し，提示したレビュー対象

の批評文集合を閲覧した結果，被験者が興味を持ったレビュー

対象を正解とした．この手順によって，問合せとそれに対する

正解集合を作成した．

本評価では，全文一致検索を用いて得られた検索結果の中か

ら，正解，不正解を分類している．そのため，再現率は必ず 1

となる．本研究では，批評文の肯定度と信頼性を考慮しするこ

とによって，レビュー対象の順位付けを行うことを目的として

いる．そこで，評価は適合率にだけ着目して行う．

また評価は，本研究で提案した手法と TFIDF法との比較に

よって行った．本研究では，批評文を一つの文書として考え，

TFIDF値を算出した．また，レビュー対象に問合せを含む批

評文が複数存在する場合は，批評文ごとに求めた TFIDF値の

平均を求めた．これによって得られた重みを用いてレビュー対

象の順位付けを行った．

4. 2. 2 評 価 実 験

本節では，11 点平均適合率を用いて提案手法と TFIDF 法

との比較を行って得られた実験結果について述べる．図 3は本

表 2 映画ジャンルにおける得点と批評文の関連性

得点範囲 肯定意見数 総数 割合

0.9～1 175 179 0.98

0.8～0.9 226 233 0.97

0.7～0.8 174 207 0.84

0.6～0.7 67 105 0.64

0.5～0.6 17 40 0.43

0.4～0.5 19 41 0.46

0.3～0.4 3 22 0.13

0.2～0.3 1 16 0.06

0.1～0.2 3 30 0.1

0.0～0.1 16 68 0.24

表 3 音楽ジャンルにおける得点と批評文の関連性

得点範囲 肯定意見数 総数 割合

1.0 656 687 0.95

0.75 130 161 0.80

0.5 28 73 0.38

0.25 2 39 0.05

0.0 5 62 0.08
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図 3 提案手法と TFIDF 法の比較 (検索対象：本)

00.10.20.30.40.50.60.70.80.91

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

提案手法TFIDF法

図 4 提案手法と TFIDF 法の比較 (検索対象：音楽)

を検索対象として，「ホームページ　作成」,「Webデザイン」,

「プログラミング　 java」,「HTML入門」,「システム開発」と

いう五つの問合せで実験して得られた 11点再現率・適合率曲

線である．図 3に示した実験結果では，再現率が 0から 0.7の

間で常に提案手法が TFIDF法の適合率を上回っていた．11点

平均適合率は，提案手法が 0.5，TFIDF法が 0.46であり，提

案手法が TFIDF法と比べ約 4%高い値を示した．

また図 4は音楽を検索対象として，「感動　名曲」，「リラック

スできる」，「気持ちいい，ジャズ」という三つの問合せで実験

を行って得られた 11点再現率・適合率曲線である．音楽を検索

対象とした実験においても再現率が 0から 0.9の間で常に提案

手法が TFIDF法の適合率が上回っていた．また提案手法の 11

点平均適合率が 0.42，TFIDF法の平均適合率が 0.35と，提案

手法が約 7%高い値を示していた．

これらの実験により得られた結果から，本研究で提案した手

法の有効性を示すことができた．

4. 2. 3 考 察

本に関する分野，音楽に関する分野を検索対象とした場合

の 11 点平均適合率は，それぞれ約 4%，約 7%，提案手法が

TFIDF法と比べ高い値を示した．これによって，本研究で提

案した手法の有用性を示すことができた．

レビューサイトでは，肯定的な批評文と比べ，否定的な批評

文が記述される数は少ない傾向にある．そのため，本研究にお

ける肯定度算出法では，否定的な批評文は肯定度に反映されて

いないことになる．しかし，正解集合の作成を行った被験者に

よると，否定的な意見はレビュー対象の評価をする上で重要で

あることがわかった．そのため，今後は肯定的な批評文と否定

的な批評文の出現割合を考慮した重み付け手法を検討する必要

があると考えられる．

5. お わ り に

本研究では，批評文の肯定度と信頼度を用いて意見偏り度を

算出する手法について提案した．意見偏り度とは，問合せがレ

ビュー対象に付与された批評文集合で，肯定意見もしくは否定

意見のどちらの意見として述べられているかを数値化した値で

ある．この意見偏り度をレビュー対象の評価と考え，利用者の

要求に適したレビュー対象検索手法の実現を図った．

本と音楽の分野を検索対象として実験を行った結果，提案手

法は従来手法と比べ，レビューサイト内のレビュー対象を検索

する精度を向上することができ，本研究の有効性を示すことが

できた．また，実験結果から，レビューサイトの肯定意見数が

否定意見数より多く書き込まれる傾向にあるため，否定意見が

意見の偏り度に考慮されていないという問題が挙げられた．今

後，レビューサイトの肯定意見数，否定意見数の出現数の違い

を考慮に入れた意見偏り度算出法を検討する必要がある．
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