
    
DEWS2008 I2-27 

Weblogを対象にしたリアルタイム評判情報分析システム eHyouban 
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あらまし  ブログデータを定常的に収集し評判情報を検索する評判情報分析システム eHyouban を開発した。本
システムは、自然文テキストから「良い」「悪い」などの評価表現だけでなく、「液晶」が良いなど注目ポイントも

抽出できる点が特徴である。注目ポイント周辺文字列を用いた評判情報の絞込みにより、従来必要であった評価対

象製品名群と注目ポイント単語群の事前登録なしに評判情報を検索できるようになった。簡易評価の結果、辞書登

録不要にもかかわらず、従来手法と同等精度で抽出できることがわかった。 
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Abstract  We developed Reputation Analysis System eHyouban that gathers weblogs and extracts reputation information 
from these. eHyouban can extract not only an evaluation expression like “good” or “bad” but also a feature word like “LCD 
panel” from the texts. We improved the method of reputation extraction for supporting any kinds of keywords. 
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1. はじめに  
近年、顧客ニーズの変化が激しく、その内容も多様

化している。これにともない新製品や新サービスの開

発サイクルは短くなっている。商品開発の現場では、

顧客ニーズ把握のため、従来、アンケートによる意見

収集などを行なってきたが、費用、時間、対象製品や

発言者の範囲に限界があった。  
一方、Weblog（以下、ブログと呼ぶ）の普及により

インターネットを介して誰でも簡単に情報を発信でき

るようになった [1]。ブログは日記のように使われ、今
日見た映画や最近購入したカメラについての意見など、

製品やサービスに関する意見を含む記事も多い。  
そこで、我々は、ブログなどインターネットを情報

源とした新しいマーケットリサーチソリューションと

して、評判情報分析システム eHyouban を研究開発し
ている [2,3]。eHyouban は、ブログ記事を大規模に収集
し、そこに書かれた様々な人々の生の意見・評判情報

を自動的に収集分析するシステムである。これにより、

従来課題であったアンケート時間、対象や発言者の範

囲の限界を解消し、リアルタイム性とスケール感のあ

るマーケットリサーチの実現を目指している (図 1)。こ
こで、評判情報とは、「ある対象物の属性（評価してい

る注目ポイント）についての評価の情報」と定義する。

「対象物」は商品やサービスなどの名称、「属性」は対

象物の特徴や性質や構成要素、「評価」は評価者の主観

的な評価を表す表現である。  

 
図 1. 評判情報分析システム eHyouban 画面例  

 



 

このようなシステムの実現には、全ブログを対象に

あらゆる対象物の評判を収集することが求められる。

しかしながら、土田らの評判情報抽出方法 [3]は、特定
の対象物の分野を想定しており、対象物や属性の単語

をあらかじめ登録しておく必要があった。そこで、本

稿では、対象物や属性を事前登録することなく評判情

報を抽出し、検索キーワードを対象物として評判情報

を検索する手法を提案する。  
以下では、まず評判情報抽出手法を示す。次に、本

手法を組み込んだ eHyouban システムの機能と構成を
示す。最後に本システムを用いて評判情報を検索した

結果の簡易評価を行なう。  
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2. 評判情報抽出方法  
評判情報抽出方法は文献 [3]の方法をベースに拡張

を行なう。  
本システムでは、評判情報の 3 項関係の抽出を、属

性 -評価の 2 項、対象物 -属性の 2 項のそれぞれに分け
て考える（図 2）。  
従来手法では、特定の分野の対象物を想定していた

ため、対象物と属性の単語群を辞書としてあらかじめ

登録しておくことができた。一方、本システムは、不

特定多数の対象物の評判情報を検索可能にすることを

目指している。しかし、全対象物をあらかじめ辞書に

登録することは困難である。製品やサービスなどの対

象物は、日々増えていくためである。ここで、固有表

現抽出技術 [4]を用いて、対象物となる可能性の高い名
称を自動認識することが考えられる。しかしながら、

この技術は地名や人名など特定の種類のみにとどまっ

ており、全ての種類の人工物（Artifact）を識別する精
度は十分でない。一方、属性は製品の構成要素や特徴

を現す語であるため、「液晶」や「ハードディスク」な

ど一般名詞として現われることが多い。したがって、

全ての名詞を属性辞書の代わりとして扱うこととする。 
本手法では、まず、ブログ記事の入力毎に、評判情

報抽出部によって、候補である属性 -評価の 2 項関係を
抽出し、周辺テキストと共にインデックスに登録する。

全ての名詞連続を属性辞書の代わりに用い、対応付け

は従来手法と同様、SVM を用いたトーナメントモデル
手法である。対応付け方法詳細は文献 [3]を参照された
い。  
次に、検索部がシステム利用者から対象物となる検

索キーワードを受け取り、評判情報候補の周辺テキス

トを使って対象物に対応する評判情報を絞り込む。先

行研究 [3]によって「評判は対象物から近い範囲に書か
れやすい」ことがわかっている。この性質を用い、属

性の出現位置から特定の範囲内に対象物が現われる評

判情報候補を選択する。  

 

 

3. 評判情報分析システム eHyouabn  
eHyouban の機能は、 (1)ブログ大規模収集機能、(2)

ブログからの評判情報検索機能、 (3)ブログ /評判情報
の検索結果を利用した記事数時系列変化や評判情報比

較などの分析機能である。このような機能を用いて大

規模なブログ収集によるスケール感、ブログ記事から

自動で評判情報を抽出するリアルタイム性を実現する。 
eHyoubanの構成を図 3に示す。大きくブログ収集部、

評判情報抽出部、検索 /分析部に分かれる。ブログ収集
部は、ブログ更新情報（RSS 情報）を入力に常時ブロ
グ記事本文を収集し、全ブログ記事の全文インデック

スを作成する。同時に記事データを評判情報抽出部に

渡す。評判情報抽出部では、記事データから評判情報

を抽出し、評判情報インデックスを作成する。システ

ム利用者が検索キーワードを入力すると、検索 /分析部
は、システム利用者からキーワードを受け取り、ブロ

グインデックスや評判情報インデックスを検索し、ブ

ログ検索結果と評判情報検索結果を HTMLページとし
て返す。また、各分析モジュールが、検索結果を利用

し記事数の時系列推移グラフや評判情報比較などの分

析結果を返す。各分析モジュールは Web サービスとし
て実装し、分析モジュールの追加が容易な構成となっ

ている。  

図 2 評判情報抽出過程  
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図 3:システム構成図  

 



 

4. 簡易評価  
本システムの評判情報抽出方法では、属性を全ての

名詞としたため、評判情報の精度が低下する可能性が

ある。そこで、企業名やパソコン名、映画名など分野

の異なる数種類のキーワードを入力し、目視により精

度を評価する。各キーワードを日付順でソートし、最

新 50 件の評判情報を目視により確認した。  
表１に検索キーワードに利用した５つの検索キー

ワードと精度を示す。  
各キーワードの精度にばらつきがある。ブログ記事

執筆者はインターネット利用率の高いユーザ層である

ため、興味分野と考えられるインターネットやデジタ

ル家電に関連する「Lavie」や「NEC」は書かれる頻度
が多く内容も充実している。したがって、これらの精

度が高くなっていると考えられる。  
総合精度は 0.38 と従来手法の 0.50 に劣っている。

原因を調査するため、不正解データを分類した (表 2)。
記事本文以外の文字列からの抽出、記事本文に意味の

ない言葉の羅列が書かれたスパムブログからの抽出、

評判抽出ミスに分類される。抽出ミスが約半数を占め

るが、本文以外の文字列も 3.5 割存在する。このうち、
記事本文以外の文字列は、記事タイトル一覧や筆者プ

ロフィールなどを示す文字列である。これらの文字列

が存在すると、前日の記事タイトル文字列から対象物

名を、本日のタイトル文字列から属性や評価を抽出し

てしまい抽出ミスとなる。また、スパムブログには、

他の複数のブログ記事中の文をランダムに組合せた記

事、人気キーワードを助詞で連結した文を多く含む記

事などがみられた。このような意味のない文書から抽

出された評判は抽出ミスとなる。このことから、評判

情報抽出の前処理である記事本文の切り出し処理やス

パム排除処理も重要である。抽出ミスのデータについ

ての分析は今後の課題である。  
従来手法の精度は、記事本文のみを対象に計測して

いるため、本文以外からの抽出ミスを除いて精度を算

出した（表 3）。結果、精度は 0.48 であり、従来手法
と同等の精度を確保できていることがわかった。しか

し、今回は簡易評価であり、正解データを作り交差検

定するなどより正確な評価を行なう必要がある。  
 

検索キーワード 精度 

NEC 0.48 

Lavie 0.58 

清水寺 0.32 

黒川温泉 0.24 

パイレーツオブカリビアン 0.28 

総合 0.38 

表１：評判検索結果の簡易評価  
 

不正解データ種類 割合 

本文以外からの抽出 0.36 

スパムブログ 0.12 

抽出ミス 0.52 

表 2：不正解データ内訳  
 

 精度 

提案手法（本文以外を含む） 0.38 

提案手法（本文のみ） 0.49 

従来手法 0.50 

表 3：評判検索結果の簡易評価比較  
 

5. まとめと今後の課題  
評判情報分析システム eHyouban とその評判情報抽

出方法について述べた。eHyouban はブログデータを収
集し自動的に評判情報を抽出するシステムである。従

来手法では、あらかじめ対象物に関する辞書を用意す

る必要があったが、属性情報周辺テキストを用いた検

索キーワードによる絞込みを行なうことで、辞書の準

備をなくし、あらゆる対象物の評判情報の検索を可能

にした。簡易評価の結果、本文抽出済みの状態であれ

ば、辞書を用いないにも関わらず従来手法と同等の精

度を得た。  
今後は、本評判抽出手法のより正確な精度評価と改

良、ブログ収集効率の性能評価と改良を行なう。また、

本システムを利用した分析モジュールの作成を行なう。 
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