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レビュアーのプロファイルと地域性に起因するバイアス補正に基づく
レビュー情報の信憑性向上
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あらまし 本論文では，レビュアーのバイアスを考慮することで，レビュー情報の信憑性を向上させる手法を提案す

る．例えば，我々は生まれ育った地域の特性を受け継いでおり，それは我々の中にバイアスとして存在する．そして，

何かを評価する際，我々は無意識のうちにこのような特性の影響を残したまま評価を行っている．本論文では，レビュ

アーのプロファイル，地域性など，バイアスとして考えられる要素の分析を行い，実際にバイアスの存在を確認した．

そして，レビュー情報の信憑性を向上させる時に最も重要な要素である，評価の公平性を保たせる手法を検討した．

今後は検討したバイアス，可能性の検証を行い，レビュー情報の信憑性を向上させる手法を検討していく．
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Abstract We propose a method of improving credibility of review information by taking reviewer’s biases into

consideration. For instance, we have succeeded the characteristic of the region where we born and grew up, and it

is in us as a bias. In case of evaluating objects, we evaluate them with having left the influence of such a character-

istic unconsciously. In this paper, we analyzed the elements which are thought about as biases such as reviewer’s

profiles and their regionality and confirmed the existence of such biases actually. Moreover, we considered methods

of improving fairness of evaluation which is the most important element for the credibility improvement of review

information. In the future, we propose a method of improving the credibility of review information by verifying

biases and the possibility that we considered.
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1. は じ め に

近年，CGM(Consumer Generated Media) と呼ばれる消費

者によるメディアが発展を遂げている．CGMとは，個人の情

報発信をデータベース化，メディア化したWebサイトのこと

で，例として口コミサイト，ブログ，SNS などが挙げられる．

中でも口コミサイトはユーザの評価が点数化されているため，

ユーザが利用しやすく，またユーザの知を集めやすいサービス

として利用が活発になっている．このようなインターネット上

の口コミは，現実世界にまで大いに影響を与え，インターネッ

ト上の口コミ情報を調べた後，家電量販店で製品を買うなどの

行為が目立ってきている [16]．

こういったオンライン・コミュニティを利用した消費者行動

を，宮田 [6] は Rogers [9] のイノベーション採用過程のモデル

で捉えている（図 1）．まず第 1 段階として知識段階がある．

マスメディアなどのメディアから，ある個人が製品の存在を知

り，その機能や内容について何らかの理解を得る段階である．

次の第 2の態度形成段階で，専門雑誌を調べたり，利用体験を

聞くなど，ある製品の購入が招く帰結の不確実性を減ずるため

にその評価情報を求める．第 3の決定段階では，自分の態度に



図 1 Rogers のイノベーション採用過程 [6]

図 2 評価時のバイアスイメージ

従って，その製品を採用するか否かの意思決定を行う．第 4の

実行段階では，意思決定後に，さらに採用に必要な具体的情報

（手に入れることができる店舗情報など）を積極的に探し，そ

れに基づいて購入し，利用する．第 5の最終段階は評価確定段

階である．その製品を採用したことについての補強情報を求め

る．例えば，自分が購入して使っている商品が良い製品である

ことを確認するなどである．これら採用の各段階で，インター

ネット，特に CGMとの関連が近年見られる．例えば，ブログ

や SNS 上で製品の存在を知り（第 1 段階），口コミサイトで

評価情報を求め（第 2段階），採用するか否かを決定し（第 3

段階），それから，店舗情報をインターネット上で求め購入し

（第 4段階，インターネット上での購入もある），その製品の評

価情報を口コミサイトで確認する（第 5段階）などである．第

5段階では，口コミサイトやブログなどで自らその評価情報を

発信し，その同意を求めることも考えられる．このように，オ

ンライン・コミュニティと現実世界の結びつきはますます強く

なっているが，果たして我々はインターネット上の情報を正し

く捉えることができているであろうか．

我々は何かを評価し語る時，何物の影響も受けずに評価を

行っているとは言いがたい（図 2）．2.節で我々が影響を受け

ている可能性があると考えられるバイアスをいくつか紹介する

が，例えば，影響を受けるものとしてブランドバイアスや地域

バイアスが考えられる．ある製品の評価者がそのメーカーの信

者であれば盲目的に評価が高くなるであろうし，また飲食店の

評価であれば，生まれ育った地域の特性を我々の舌が受け継い

でいると考えられるため，それを考慮した情報利用が必要であ

る．インターネット上の，特に CGMで語られる情報はある一

個人が発信した情報であるため，このようなバイアスの影響を

受けやすい．我々はこういった，影響を受け得ると考えられる

レビュアーの持つ背景を「生活圏」と呼び，その特定に基づい

た評判情報の評価を検討している [5]．

本論文の以下では，2.節で情報行動において個人に影響を与

え得るバイアスの紹介ならびに解説を行い，3.節で今回我々が

対象とするバイアスの一例として地域的なバイアスを取り上げ，

その存在を検証する予備実験を行う．4.節では，我々が行った

アンケート調査結果を考慮し，検証したバイアスを利用してレ

ビュー情報の信憑性を向上させる手法を検討する．そして 5.節

で関連研究について述べ，最後に 6.節でまとめと今後の課題を

記述する．

2. 心理学的バイアス

バイアスとは，偏りや歪みを意味するものである．本論文で

は特に，情報獲得，発信，処理などの情報行動において個人に

影響を与えるものと考える．本節では，口コミサイトなどで見

られると考えられる心理学的な現象やその用語をいくつか取り

上げて解説する．

ヒューリスティックスから生じる認知バイアス 我々は日々の

問題解決において，無意識のうちに経験則を多用している．

このヒューリスティックスの例として，美味しい飲食店に行く

ために昼時に行列を作っているお店に入るという戦略などが挙

げられる．この認知バイアスの発生原因は 2つある．まず第 1

に，人間が情報を処理する能力に限界があるためである．入っ

てくる情報を全て処理していると，すばやく判断することがで

きない可能性がある．美味しい飲食店を探すために自分の中で

美味しいという基準を打ち立て，基準を越える店が見つかるま

で探し続ければ必ず発見できるであろう．しかしこのような手

続きの実行は実行に非常に手間がかかり，効率的でないことが

多い．第 2に，我々の情報処理能力には限界があるため，最適

解に至らずとも，ある程度の満足を得るための判断を行う．行

列の店に入るという戦略は必ずしも正解が導かれるわけではな

いが，効率的である．しかし我々は，2つ以上の事柄が関連し

て起きるものについてはあまり正確に判断することができない．

ある事柄 A が起きた結果，次の B の事柄が起きる確率は，A

が起こる確率と Bが起こる確率の乗算で求められるが，我々は

事前確率である Aが起こる確率を無視して Bの起こる確率で

のみ判断する傾向がある．そのため，ヒューリスティックスの

先入観に捉われてしまう可能性がある．

同調 周りのメンバーが一致して自分とは異なる見解をとると

き，我々は自分の意見を主張することよりも，自分の意見を周

りに合わせる行動の方を選択することがしばしばある．例えば，

ある飲食店の味は自分の好みに合わなかったが，周りの人々が



評価しているため，自分の意見もそれに合わせるといったもの

である．これは正しい判断や意見を示唆する「情報的影響」に

よるものであり，人は正しい判断をしたいと願う傾向がある．

個人が多数者意見を正しいものだと受け取る場合，同調が生じ

やすい．

認知的不協和 自分の行動や意見の中の矛盾は，その個人に

とって心理的に不快な緊張状態をもたらす．例えば，ある個人

が自分の行動や意見として xと yを持っている時，xからの当

然の帰結が not yである時，不協和が発生する．そして，この

緊張を解消しようとして，個人は不合理な行動をしたり意見を

持ったりする．例えば，喫煙者が「喫煙は体に悪い」という認

知に対して，他の認知情報（健康で過ごしている人もいる）を

求めることなどが挙げられる．

確証バイアス 社会心理学における用語で，個人の先入観に基

づいて他者を観察し，自分に都合のいい情報だけを集めて，そ

れにより自己の先入観を補強するというものである．例えば，

あるブランドの盲目的信者が，そのブランドの否定的な意見を

参照することを意識的に除外し，肯定的な意見のみを探すこと

などがある．

社会的事実 人間の心は，社会的・文化的環境への適応の結果

として形成されると同時に，社会的・文化的環境そのものを構

成しているとされる．その際人々の間では，個人の外にあり個

人の行動や考え方を拘束する行動・思考の様式である社会的事

実が，集団あるいは全体社会で共有される．様々な地域や集団

の中で培われてきた制度・慣習・文化・意味体系などは社会的

事実の例である．その特徴は，そこで暮らす人々によって共有

されていることである．例えば，我々が普段用いている日本語

は社会的事実の 1つである．これは我々が生まれた時よりはる

か昔から使われており，我々は生後，周囲の人々から教え込ま

れることによってその使い手となった．そしてこれは我々の死

後も，若干の変化はあろうが次の世代によって使われ続けるで

あろう．さらに社会的事実は，個人に対して何らかの強制力・

影響力を及ぼす．法律や規範などの社会的ルールは我々の行動

に対し強制力を持っており，またコミュニケーションの困難を

招くため，日本語使用の必要性という影響力が存在する．

次節の予備実験では，心と社会の相互構成がもたらす社会的・

文化的環境への適応の結果である社会的事実を扱うが，その他

のバイアスについても，個人の情報行動において何らかの影響

を与えていると考えられる．

3. 予 備 実 験

ウェブ上に存在するレビュー情報を利用して，実際にバイア

スと呼べるものが存在するか調査を行った．特に本節では，レ

ビュー対象の地域性ならびにレビュアーの地域性を考えた地域

バイアスを検証した．データは，飲食店を対象とした CGM評

判情報を扱った．そのような飲食店レビューを含む CGMサー

ビスとして，一般的なブログサービス [10]～[12]，口コミサイ

ト [14], [15]などが挙げられるが，本論文では，口コミサイトで

ある食べログ [13]を利用した．それは，以下に示す食べログの

特徴から実験データとして扱いやすいと考えたためである．

表 1 「生活圏」内外評価値

「生活圏」内評価値 「生活圏」外評価値

平均 3.64 3.73

分散 0.11 0.14

観測数 694 694

表 2 「生活圏」内外バイアスの t 検定

ピアソン相関 0.72

自由度 　 693

t 値 −8.49

t 境界値 (片側) 1.65

• 他サービスに比べ，レビュー数，レビュアー数が多い

• レビュアーによる飲食店評価値がある（1～5点の 0.5点

刻み）

• レビュアーのプロファイルとして年代，性別，居住地が

ある（ユーザの任意で登録する）

食べログはレビュアー検索という機能を提供しており，これ

は指定したエリア，ジャンルの飲食店への口コミが多い順にレ

ビュアーを表示するものである（口コミ件数で並び替えた場

合）．このレビュアー検索で 47都道府県それぞれについて，エ

リアで都道府県を指定し，そのページをシードとしてクローリ

ングを行った．取得対象としたレビュアーは以下の条件を満た

すものである．

• 居住地が選択した都道府県である

• そのエリアの口コミが 5件以上ある

• 上記 2条件を満たす中でシードページから上位 50人以

内に位置する

これにより，1295件のレビュアーのデータを得た．

3. 1 「生活圏」内外バイアス

我々はこれまでレビュアーの持つ背景を「生活圏」と呼び，

その特定を行ってきた [5]．そこで，このレビュアーの「生活

圏」がバイアスとしてレビュー評価値に影響を与えるのではな

いかと考えた．特に本節では，我々が扱ってきた「生活圏」の

一つである地理的「生活圏」を対象とする．ただし，簡便のた

めレビュアーの居住地である都道府県をそのまま「生活圏」と

みなした．これはユーザが任意で登録し，公表しているもので

ある．そして「生活圏」内と「生活圏」外の評価値を比較する

ため，取得したレビュアーデータから，「生活圏」外で 3件以上

レビューしているレビュアーを抽出した．その結果，1295 件

中 694件が該当した．表 1に示すように，「生活圏」内評価値と

「生活圏」外評価値の平均はそれぞれ 3.64,3.73で，分散はそれ

ぞれ 0.11,0.14，観測数はどちらも 694であった．「生活圏」内

評価値平均が「生活圏」外評価値平均に比べいくらか小さかっ

た．そこで，次の仮説を考える．

仮説：レビュアーは自らの「生活圏」内の飲食店

については辛口評価を行う

この仮説より，「生活圏」内と「生活圏」外の評価値平均に有

意差が見られないか，95%の信頼度で片側 t検定により検証し

た．結果を表 2 に示す．同一の母集団から抽出しているため，



表 3 地域バイアスの t 検定結果

愛知 (34) 長崎 (7) 新潟 (5)

t 値 1.70 −1.86 −3.15

t 境界値 (片側) 1.69 1.65 2.13

ピアソン相関は 0.72と，互いの評価値には正の強い相関があっ

た．そして，95%の信頼度で「生活圏」内と「生活圏」外の評

価値平均に有意差が見られた．この結果，ユーザには「生活圏」

外の飲食店に対して「生活圏」内の飲食店より高い評価値を与

えるバイアスが存在することが分かる．

具体的には以下のような可能性が考えられる．

• わざわざ遠方に行ったことがもたらす認知的不協和

• 遠方は複数人で行くことが増えると予想されることから，

同伴者との雰囲気が良かった

• 遠方の場合はあらかじめ評価情報を調べていた

さらに区間推定を行ったところ，95%の信頼度で以下の式が

得られた．

「生活圏」外評価値−「生活圏」内評価値
= 0.086± 0.037 (1)

これより，「生活圏」内外バイアスは実際にレビュー評価値にい

くらかの影響を与えていることが窺える．

3. 2 地域バイアス

さらに，2. 節で述べた文化心理学における社会的事実より，

次の仮説を考えた．

仮説：ある都道府県の在住者は他の地域在住者に比べ，

「生活圏」内の飲食店評価が特に辛口であったり，

あるいは逆に甘口であったりする

そこで，「生活圏」外評価値平均－「生活圏」内評価値平均の

値を利用し，95%の信頼度で片側 t検定を行った．表 3に示す

ように，愛知県，長崎県，新潟県の居住者についてそれぞれ特

異な結果が得られた．県名の後の括弧中の数字は，該当したそ

の県在住のレビュアー数を表している．また，それぞれの都道

府県居住者の「生活圏」内外評価値平均の値を表 4に示す．愛

知県，長崎県，新潟県居住者の「生活圏」外評価値平均－「生

活圏」内評価値平均の値はそれぞれ，0.15,-0.9,-0.8 であった．

表 1で示したように，全国的に「生活圏」内の飲食店評価値に

比べ，「生活圏」外の飲食店評価値の方が高く，区間推定より

その差はおよそ 0.049から 0.123の間である．しかし検定の結

果を踏まえると，愛知県在住者は「生活圏」内レビューが特に

辛口であり，また長崎県，新潟県在住者は逆に「生活圏」内レ

ビューが甘口であることが分かる．これはレビュアーの地域性

と関係した地域バイアスであり，社会的事実の CGM上での存

在を確認できたと言える．

3. 3 地域間の飲食店評価の違い

前節で，地域バイアスとして，特定の地域の居住者はその

「生活圏」の飲食店評価に辛い／甘いということを示した．し

かし，全国的に見て単にその地域に良い／悪い店が偏って存在

していることが影響した可能性がある．そこで，都道府県間で

表 4 バイアスの存在する地域の評価値平均

「生活圏」内評価値平均 「生活圏」外評価値平均

愛知 (34) 3.60 3.75

長崎 (7) 3.88 3.79

新潟 (5) 3.51 3.43

表 5 県別飲食店評価値平均（一部）

評価値平均 件数

大分 4.01 41

長崎 3.84 42

鳥取 3.23 61

島根 3.48 17

京都 3.71 969

大阪 3.65 1928

新潟 3.82 83

愛知 3.75 729

東京 3.65 2000

全国 3.77 12818

表 6 愛知・長崎・新潟の評価値平均の t 検定結果

愛　知 長　崎 新　潟

t 値 −1.41 1.31 1.35

t 境界値 (片側) 1.65 1.68 1.66

の飲食店評価値平均に有意差があるか検証した．47都道府県そ

れぞれについて，以下の条件で飲食店評価値平均のデータを取

得した．

• 5件以上レビューされている

• 各都道府県について，最大 2000店舗まで

その結果，12818件の飲食店評価値平均を取得した．それを

県ごとで平均したものの一部を表 5に示す．各都道府県それぞ

れ 17～2000件のデータを取得し，平均が最大であったのは大

分県で，最低であったのは鳥取県であった．また，県別の評価

値平均とその県で対象となった飲食店数で相関係数を求めたと

ころ，-0.302と弱い負の相関が見られた．そのため，全国の飲

食店全てから全国の評価値平均を求めることは望ましくない．

そこで，47都道府県それぞれでの評価値平均を求め，その 47

個の平均を全国の評価値平均として扱うものとする．そうして

求めた全国の評価値平均は，表 5の下部に示した通り 3.77で

あった．

そして，前節で地域バイアスが見受けられた愛知県，長崎県，

新潟県について，それぞれ全国の評価値平均と有意差があるか

検証した．95%の信頼度で t 検定を行った結果を表 6 に示す．

表 6に見られる通り，これら 3県では有意差が見られなかった

ため，地域バイアスはその地域の飲食店に起因するものではな

いことが窺える．

4. バイアス補正による信憑性向上

前節で取り上げたのは我々が対象とするバイアスの一例であ

る．これら以外に，我々は以下を検討している．

• 男女バイアス

• 年代バイアス



図 3 評判情報の信憑性判断要素の調査結果

• 関西・関東など広範な「生活圏」内外バイアス，地域バ

イアス

• 中華に強いといった，レビュアーの専門性バイアス

また，これらはレビュアーに関係するバイアスであるが，3. 3

節で検証したようなレビュー対象に関係するバイアスも考えら

れる．3. 3節では都道府県単位での偏りを見たが，より詳細な

地域で見ることで，ビジネス街バイアスなどが存在する可能

性がある．またそれ以外にも，価格の高い店は評価も高くなり

がちといった予算バイアス，その地域独自の料理を提供する飲

食店に存在する地域料理バイアスも考えられる．我々はこれら

様々なバイアスを今後取り扱っていくが，さらにこれを利用し

てレビュー情報の信憑性を向上させることを考えていく．

我々の調査によると，レビュー情報の信憑性を向上させる時

に最も重要な要素は，“情報発信者の評価の公平性”である．こ

れは我々が行った，20～50代の男女各 125人，計 1000人を対

象としたアンケート調査結果の一部である．詳細な内容結果を

図 3に示す．

3.節の予備実験で見てきたように，レビュアーはバイアスに

影響された評価を行っている．そして，口コミサイトなどで集

約された情報を見る場合，情報発信者間で評価の公平性が保た

れている必要がある．そのため，区間推定により補正式を求め，

それぞれのバイアスを最小化させることで信憑性を向上させる

ことが考えられる．あるいは，レビュー対象間で評価の公平性

を保たせるために，バイアスのあるレビュアーを公平に存在さ

せることが考えられる．すなわち，どういったバイアスが集約

していればバイアスが消えた公平な評価となるのか検証が必要

である．また，レビュー対象に関係するバイアスに影響され，

あるレビュアーの中で評価の公平性が保たれていない可能性が

ある．そのため，レビュー対象に関係するバイアスを調査・分

析し，あるレビュアーの中での評価の公平性を保たせるバイア

ス補正も必要になってくるであろう．以上のバイアス，可能性

を検証し，我々はレビュー情報の信憑性向上を行っていく．

そして，バイアスを取り除くというアプローチ以外にも，逆

にバイアスを強めるということが考えられる．人間というもの

は必ずバイアスを持っていると考えられ，それはレビュー情報

を参照するユーザも同じである．そのため，そのユーザに合わ

せてバイアスを強めたランキングなども考えられるのではない

だろうか．例えば，現在の男性のランキングは，男性のレビュ

アーのみで行ったランキングが主である．しかし，評価をバイ

アスで捉えることで，全てのレビュアーの評価を考慮したラン

キングが可能となる．そのため，これまでラーメンに詳しい女

性のランキングなどといった，レビュアーが少なくランク付け

できなかったものもランク付けが可能となり，様々なユーザや

状況に応じたランキングが期待できる．

5. 関 連 研 究

Adamicら [1]は，政治を話題とするブロガーのリンクパター

ンと議論内容の調査を行っている．米国でブログが重要な役割

を果たした初の大統領選である 2004年の大統領選を題材とし

た調査報告の一つでは，共和党員は民主党員に比べ，よくト

ラックバックを張るということである．これはインターネット

空間で見られる，ブロガーのプロファイルに起因するバイアス

と言える．

Resnick ら [3] は情報推薦・情報フィルタリングの研究の先

駆けとして，GroupLensの研究を行っている．これは協調フィ

ルタリングと呼ばれるもので，相関が存在するユーザの評価値



からユーザ間の類似度を算定し，評価予測を行うものである．

このような協調フィルタリングにおいては，まずユーザの行動

情報や評価情報などからユーザの嗜好を抽出する，ユーザプロ

ファイリングを行う．その上で，同じ嗜好を持ったコミュニティ

を発見し，それを推薦する．我々の研究は協調フィルタリング

と関連が深く，レビュアーのレビュー情報からユーザプロファ

イルをバイアスとして抽出するものである．

また Hadyら [2]による研究で取り扱われているバイアスは，

個人の性格が影響を与えるというものである．全体的に辛口

の評価をする人，甘口の評価をする人と，評価の平均値に個人

間で差が存在する．このような差は論文の査読など，少数のレ

ビュアーがそれぞれのオブジェクトを評価している場合，一人

のレビュアーが与える影響の大きさから，単純平均を求めるこ

とは望ましくない．そこで，同一オブジェクトに対する他者平

均との差から成るユーザの寛容度を表すモデルを定義し，それ

を利用した評価値の補正を提案している．これは神嶌 [4]が指

摘している，レビュアーの評価値のゆらぎの解決を図ったもの

である．しかし Hadyらは，個人の性格という単一の要素でバ

イアスを考えているが，バイアスは 2. 節で示したように様々

なものが存在し，またそれらは複合的に絡み合っている．その

ため，レビュー全体としては調和が取れているが，特定の分野

において辛口評価を行うレビュアーが存在することが考えられ

る．我々は「生活圏」と呼ぶ概念の中で複合的なバイアスを扱

い，その偏りを吸収していくことを考えていく．

6. まとめと今後の課題

インターネット上の評判情報サイトにおいても，心理学でバ

イアスと考えられているものが存在することを確認した．居住

地域，あるいは居住地域外という環境が，個人の情報判断に影

響を与えるというものである．また，ある特定の居住地域で共

有される社会的事実がもたらす地域バイアスを発見した．我々

はこれまで，レビュアーの背景を「生活圏」と呼び，その特定

を行ってきた．これはレビュアーの地域性，専門性などである．

今後我々は，予備実験で扱った地域バイアスに加え，このレビュ

アーの専門性バイアスなども取り扱っていく．さらに，地域バ

イアス，専門性バイアスそれぞれ単独で見た場合は偏りが存在

しないが，例えば兵庫県に住む中華料理好きのレビュアーを見

た場合など，それらが組み合わさった場合に新たなバイアスが

生まれる可能性があり，興味深い結果が得られることを期待し

ている．例えば，専門的なレビュアーの発する情報は一般的に

信憑性が高いと言えるが，全ての情報に信頼を置いてよいだろ

うか．兵庫県に住む中華料理好きのレビュアーによる神奈川県

の中華料理のレビューは，“兵庫・中華バイアス”に基づく情報

になっているかもしれない．我々はバイアスという枠組みの中

で，この複雑な関係を持つ情報の信憑性を取り扱っていく．そ

して，レビュー情報の信憑性を向上させる時に最も重要な要素

である情報発信者の評価の公平性を保たせるために，今後は検

討したバイアス，可能性の検証を行い，レビュー情報の信憑性

を向上させる手法を検討していく．
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