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(57)【要約】
【課題】情報処理装置が商品等の評判を示す軸を生成す
ることを目的とする。
【解決手段】情報処理装置は、所定の商品又はサービス
に対する複数のレビューデータを入力する入力部と、前
記複数のレビューデータに含まれ、前記商品又は前記サ
ービスに対する意見、評判、感想又は評価を示す評価表
現を抽出する評価表現抽出部と、前記評価表現に基づい
て、前記複数のレビューデータに含まれ、前記商品又は
前記サービスの特徴を示す特徴語を抽出する特徴語抽出
部と、前記特徴語をクラスタに分け、前記クラスタごと
に軸を生成するクラスタリング部とを含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の商品又はサービスに対する複数のレビューデータを入力する入力部と、
　前記複数のレビューデータに含まれ、前記商品又は前記サービスに対する意見、評判、
感想又は評価を示す評価表現を抽出する評価表現抽出部と、
　前記評価表現に基づいて、前記複数のレビューデータに含まれ、前記商品又は前記サー
ビスの特徴を示す特徴語を抽出する特徴語抽出部と、
　前記特徴語をクラスタに分け、前記クラスタごとに軸を生成するクラスタリング部と
を含む情報処理装置。
【請求項２】
　前記評価表現には、
　前記商品又は前記サービスに対して、肯定的な表現となる肯定語と、
　前記商品又は前記サービスに対して、否定的な表現となる否定語と
が含まれる請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記レビューデータから前記評価表現が抽出される抽出回数及び前記評価表現と係り受
けの関係にある他の評価表現のスコアに基づいて、前記評価表現のスコアを計算する請求
項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記スコアは、３段階以上を表現できる値である請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記クラスタリング部は、Ｇａｐ統計量に基づいて、前記クラスタの数を特定する請求
項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法に基づいて、複数の前記特徴語から、前記軸の軸名を決定する請
求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記複数のレビューデータから前記軸ごとに、前記商品又は前記サービスの特性につい
ての評判を示す評判値を計算する評判分析部を更に含む請求項１乃至６のいずれか１項に
記載の情報処理装置。
【請求項８】
　１台以上の情報処理装置を有する情報処理システムであって、
　所定の商品又はサービスに対する複数のレビューデータを入力する入力部と、
　前記複数のレビューデータに含まれ、前記商品又は前記サービスに対する意見、評判、
感想又は評価を示す評価表現を抽出する評価表現抽出部と、
　前記評価表現に基づいて、前記複数のレビューデータに含まれ、前記商品又は前記サー
ビスの特徴を示す特徴語を抽出する特徴語抽出部と、
　前記特徴語をクラスタに分け、前記クラスタごとに軸を生成するクラスタリング部と
を含む情報処理システム。
【請求項９】
　情報処理装置が行う情報処理方法であって、
　前記情報処理装置が、所定の商品又はサービスに対する複数のレビューデータを入力す
る入力手順と、
　前記情報処理装置が、前記複数のレビューデータに含まれ、前記商品又は前記サービス
に対する意見、評判、感想又は評価を示す評価表現を抽出する評価表現抽出手順と、
　前記情報処理装置が、前記評価表現に基づいて、前記複数のレビューデータに含まれ、
前記商品又は前記サービスの特徴を示す特徴語を抽出する特徴語抽出手順と、
　前記情報処理装置が、前記特徴語をクラスタに分け、前記クラスタごとに軸を生成する
クラスタリング手順と
を含む情報処理方法。
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【請求項１０】
　コンピュータに情報処理方法を実行させるためのプログラムであって、
　前記コンピュータが、所定の商品又はサービスに対する複数のレビューデータを入力す
る入力手順と、
　前記コンピュータが、前記複数のレビューデータに含まれ、前記商品又は前記サービス
に対する意見、評判、感想又は評価を示す評価表現を抽出する評価表現抽出手順と、
　前記コンピュータが、前記評価表現に基づいて、前記複数のレビューデータに含まれ、
前記商品又は前記サービスの特徴を示す特徴語を抽出する特徴語抽出手順と、
　前記コンピュータが、前記特徴語をクラスタに分け、前記クラスタごとに軸を生成する
クラスタリング手順と
を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　いわゆる口コミサイト、ブログ又はレビューサイト等において、商品又はサービス等（
以下単に「商品等」という。）について、購入者等によるレビュー（ｒｅｖｉｅｗ）が投
稿される。そして、これらのレビューを解析する技術が知られている。
【０００３】
　例えば、非特許文献１に開示される技術は、オンラインショッピング等で使用される通
販サイトで投稿される多数のレビューから、属性及び意見のペアを抽出する。具体的には
、まず、機械学習によって、レビューから、属性を含む文節が抽出される。次に、機械学
習によって、レビューから、意見を含む文節が抽出される。そして、抽出された属性及び
意見の「係り受け」の関係に基づいて、属性及び意見のペアが抽出される。このようにし
て、効率良く商品等の評判を把握する方法が知られている。
【０００４】
　他にも、非特許文献２に開示される技術は、弱教師付きの手法によって、「係り受け」
の関係と、相互情報量（Ｐｏｉｎｔｗｉｓｅ　Ｍｕｔｕａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
とに基づいて、名詞又は名詞句のカテゴリ分類を行う。このようにして、ユーザがパラメ
ータを設定しなくとも、高精度にレビューを分類することができる方法が知られている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】"機械学習による商品レビューの属性－意見ペアの抽出"，中野裕介，湯
本高行，新居学，上浦尚武著，情報処理学会研究報告　ＩＰＳＪ　ＳＩＧ　Ｔｅｃｈｎｉ
ｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ，Ｖｏｌ．２０１５－ＤＢＳ－１６２　Ｎｏ．１４　２０１５／１
１／２６
【非特許文献２】"新たな弱教師付き型分類手法Ｂａｕｔｅｘｔ"，グェンファムタンタオ
，岡部誠，尾内理紀夫，林貴宏，西岡悠平，竹中孝真，森正弥，情報処理学会論文誌　Ｖ
ｏｌ．５２　Ｎｏ．１　２６９－２８３　Ｊａｎ．２０１１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の技術では、複数のレビューを点数で評価するには、商品等の種類
ごとに、商品等の特性を考慮して、管理者等があらかじめ軸を設定しなければならない問
題がある。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑み提案されたものであり、その目的とするところは、情報処
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理装置が商品等の評判を示す軸を生成できることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明に係る一実施形態にあっては、
　情報処理装置は、
　所定の商品又はサービスに対する複数のレビューデータを入力する入力部と、
　前記複数のレビューデータに含まれ、前記商品又は前記サービスに対する意見、評判、
感想又は評価を示す評価表現を抽出する評価表現抽出部と、
　前記評価表現に基づいて、前記複数のレビューデータに含まれ、前記商品又は前記サー
ビスの特徴を示す特徴語を抽出する特徴語抽出部と、
　前記特徴語をクラスタに分け、前記クラスタごとに軸を生成するクラスタリング部と
を含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明にあっては、情報処理装置が商品等の評判を示す軸を生成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報処理装置を使用したシステムの全体構成例を示す
概略図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【図３】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による全体処理例を示すフローチャート
である。
【図４】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が表示する初期設定用の画面例を示す図
である。
【図５】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による辞書データの更新例を示すフロー
チャートである。
【図６】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による「係り受け」解析の一例を示す図
である。
【図７】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による登録語のスコアの計算例を示す図
である。
【図８】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による登録語のフィルタリング例を示す
フローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による特徴語の抽出例を示すフローチャ
ートである。
【図１０】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による特徴語のフィルタリング例を示
すフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による第５閾値の計算例を示す図であ
る。
【図１２】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による軸の生成例を示すフローチャー
トである。
【図１３】本発明の一実施形態に係る特徴語と評価表現の「係り受け」を示す行列の一例
を示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る情報処理装置によるＴＦ－ＩＤＦ計算の計算結果例
を示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る情報処理装置によるｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法による代
表点の特定例を示す図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による軸の生成例を示す図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による評判分析例を示すフローチャー
トである。
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【図１８】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による評判分析例を示す図である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が表示するレーダーチャートの一例を
示す図である。
【図２０】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理の対象としたレビューの条
件を示す表である。
【図２１】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理の対象とした商品及びそれ
ぞれのレビュー数を示す表である。
【図２２】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理に用いた設定値を示す表で
ある。
【図２３】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において生成した辞書デー
タを示す表である。
【図２４】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「掃除機」のレビ
ューデータから抽出した評価表現を示す表である。
【図２５】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「スーツ」のレビ
ューデータから抽出した評価表現を示す表である。
【図２６】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「和菓子」のレビ
ューデータから抽出した評価表現を示す表である。
【図２７】本発明の一実施形態に係る情報処理装置による全体処理において出現した特徴
語の分布を示す図である。
【図２８】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において抽出した特徴語を
示す表である。
【図２９】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「掃除機」のレビ
ューデータから生成した軸を示す表である。
【図３０】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「スーツ」のレビ
ューデータから生成した軸を示す表である。
【図３１】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「和菓子」のレビ
ューデータから生成した軸を示す表である。
【図３２】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「掃除機」のレビ
ューデータから抽出及び分配した準特徴語を示す表である。
【図３３】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「スーツ」のレビ
ューデータから抽出及び分配した準特徴語を示す表である。
【図３４】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「和菓子」のレビ
ューデータから抽出及び分配した準特徴語を示す表である。
【図３５】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「掃除機」のレビ
ューデータから生成した軸及び代表評価表現を示す表である。
【図３６】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「スーツ」のレビ
ューデータから生成した軸及び代表評価表現を示す表である。
【図３７】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「和菓子」のレビ
ューデータから生成した軸及び代表評価表現を示す表である。
【図３８】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「掃除機」のレビ
ューデータから生成したレーダーチャートを示す図である。
【図３９】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「スーツ」のレビ
ューデータから生成したレーダーチャートを示す図である。
【図４０】本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「和菓子」のレビ
ューデータから生成したレーダーチャートを示す図である。
【図４１】本発明の一実施形態に係る情報処理装置の機能構成例を示す機能ブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の好適な実施形態を例に説明する。
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【００１２】
　＜全体構成例＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置を使用したシステムの全体構成例を示
す概略図である。例えば、情報処理装置の例であるサーバＳＥＲは、図示するように、イ
ンターネット等のネットワークＮＴＷに接続される。そして、ネットワークＮＴＷを介し
てサーバＳＥＲにアクセスすると、様々なユーザが、商品等についてレビューを投稿でき
るように、管理者ＡＤＭは、サーバＳＥＲを設定する。すなわち、管理者ＡＤＭは、いわ
ゆるレビューサイトをサーバＳＥＲ上に開設し、ネットワークＮＴＷ上で開放する。この
ようにすると、例えば、ユーザＵＳ１は、端末ＰＣ１に操作を入力して、レビューＲＥ１
を投稿できる。同様に、ユーザＵＳ２は、端末ＰＣ２に操作を入力して、レビューＲＥ２
を投稿できる。
【００１３】
　図示するように、レビューは、所定の商品等についての意見、評判、感想又は評価を含
む文である。具体的には、図示する例では、ユーザＵＳ１は、「商品Ａ」という製品名の
商品を購入し、使用後、「商品Ａ」を使用した感想等を他人に公開するため、レビューＲ
Ｅ１をサーバＳＥＲに投稿する。
【００１４】
　したがって、レビューＲＥ１には、「商品Ａ」の良かった点又は悪かった点等が表現さ
れた文が、主にユーザＵＳ１による体験に基づいて、記載される。このようなレビューが
、サーバＳＥＲには、レビューデータＤＲＥとなって蓄積される。例えば、レビューデー
タＤＲＥは、テキストデータ等である。なお、レビューデータＤＲＥには、ユーザ名又は
書き込み日時等のデータが含まれてもよい。
【００１５】
　また、各レビューは、レビューの対象となった商品等と対応付けされる。具体的には、
商品等には、各商品等を識別できるＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）等があらかじ
め付与される。そして、各レビューは、レビューデータＤＲＥに、ＩＤと一緒に記憶され
る。したがって、各レビューがどの商品等を対象にした文であるかは、レビューデータＤ
ＲＥに含まれるＩＤを参照すると、特定することができる。
【００１６】
　以下、図示するようにサーバＳＥＲに蓄積された複数のレビューデータに基づいて、所
定の商品について、評判分析を行う場合を例に説明する。
【００１７】
　＜情報処理装置のハードウェア構成例＞
　図２は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例を示すブロック
図である。図示するように、サーバＳＥＲは、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）Ｈ０１と、記憶装置Ｈ０２と、入力装置Ｈ０３と、出力装置
Ｈ０４と、ネットワークインタフェースＨ０５とを有するハードウェア構成である。これ
らのハードウェア資源は、バス（ｂｕｓ）等によって相互に接続される。また、サーバＳ
ＥＲ以外の情報処理装置も、例えば、図示するようなハードウェア構成である。以下、各
情報処理装置がすべて図示するハードウェア構成である例で説明するが、情報処理装置の
ハードウェア構成は、図示するハードウェア構成に限られない。
【００１８】
　ＣＰＵＨ０１は、情報処理装置が行う処理を実行するための演算を行う演算装置及び情
報処理装置が有するハードウェア資源を制御する制御装置の例である。
【００１９】
　記憶装置Ｈ０２は、例えば、メモリ等の主記憶装置である。なお、記憶装置Ｈ０２は、
更にハードディスク等の補助記憶装置を有してもよい。
【００２０】
　入力装置Ｈ０３は、ユーザによる操作又は外部装置からのコマンド等を入力する装置で
ある。例えば、入力装置Ｈ０３は、キーボード及びコネクタ等である。
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【００２１】
　出力装置Ｈ０４は、ユーザ又は外部装置に対して処理結果等を出力する装置である。例
えば、出力装置Ｈ０４は、ディスプレイ及びコネクタ等である。
【００２２】
　ネットワークインタフェースＨ０５は、ネットワークを介して、有線、無線又はこれら
の組み合わせによって、外部装置とデータを入出力するインタフェースである。例えば、
ネットワークインタフェースＨ０５は、コネクタ及び処理ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ）等である。
【００２３】
　＜全体処理例＞
　図３は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による全体処理例を示すフローチャー
トである。例えば、図１に示すように、レビューが投稿され、複数のレビューデータが集
まった後、サーバＳＥＲは、図示するような全体処理を行って、所定の商品又はサービス
についての評判を分析する。
【００２４】
　＜評価表現の初期設定例＞
　ステップＳ０１では、サーバＳＥＲは、評価表現を初期設定する。
【００２５】
　評価表現は、商品等に対する意見、評判、感想又は評価等を示す言葉である。例えば、
「良い」又は「満足」等は、商品等に対して肯定的な意見等を示す評価表現（以下「肯定
語」という。）の例である。一方で、「つまらない」又は「不満」等は、商品等に対して
否定的な意見等を示す評価表現（以下「否定語」という。）の例である。また、評価表現
は、肯定語と、否定語とに分けて記憶されるのが望ましい。さらに、各評価表現には、値
（以下「スコア」という。）が登録される。
【００２６】
　例えば、初期設定は、管理者ＡＤＭ等の操作に基づいて行われる。具体的には、初期設
定は、例えば、以下のような画面で行われる。
【００２７】
　図４は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が表示する初期設定用の画面例を示す
図である。この例では、評価表現は、「Ｐｏｓｉｔｉｖｅ」の欄に肯定語が設定され、「
Ｎｅｇａｔｉｖｅ」の欄に否定語が設定される例である。なお、設定された評価表現は、
辞書データＤＤＩに記憶される。
【００２８】
　図示する例は、肯定語及び否定語に１語ずつ設定する例である。具体的には、図示する
例では、「満足」という言葉が、肯定語に設定される例である。一方で、図示する例では
、「不満」という言葉が、否定語に設定される例である。このように初期設定されると、
辞書データＤＤＩに各言葉が登録される。そのため、以後、サーバＳＥＲは、「満足」と
いう言葉を肯定語と認識し、さらに、「不満」という言葉を否定語と認識できる。
【００２９】
　なお、初期設定は、図示するような設定に限られず、例えば、複数の言葉を設定しても
よい。
【００３０】
　＜複数のレビューデータの入力例＞
　ステップＳ０２では、サーバＳＥＲは、複数のレビューデータＤＲＥを入力する。すな
わち、図１に示すように、サーバＳＥＲには、各商品等についてのレビューが、レビュー
データＤＲＥとなってあらかじめ蓄積されている。そこで、サーバＳＥＲは、複数のレビ
ューデータＤＲＥを読み出し、各レビューを示す文を読み込む。
【００３１】
　＜辞書データの更新例＞
　ステップＳ０３では、サーバＳＥＲは、辞書データを更新する。例えば、ステップＳ０
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３は、以下のような処理である。
【００３２】
　図５は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による辞書データの更新例を示すフロ
ーチャートである。
【００３３】
　以下、図示するような辞書データＤＤＩ１があらかじめステップＳ０１によって設定さ
れる例で説明する。具体的には、辞書データＤＤＩ１には、肯定語に、「満足」という言
葉が１語登録され、かつ、スコアが「＋０．９０」と設定される例である。さらに、辞書
データＤＤＩ１には、否定語に、「不満」という言葉が１語登録され、かつ、スコアが「
－０．９５」と設定される例である。
【００３４】
　以下、スコアが正の値であると、肯定語であり、一方で、スコアが負の値であると、否
定語であるとする。また、以下の例では、スコアは、「＋１．００」乃至「－１．００」
の範囲であるとする。なお、スコアは、すべての肯定語を「＋１」とし、かつ、すべての
否定語を「－１」とする、いわゆる２値でないのが望ましい。すなわち、スコアは、この
例のように、３段階以上を表現できる値（以下「連続値」という。）であるのが望ましい
。
【００３５】
　＜レビューデータから１文を抽出する例＞
　ステップＳ０３０１では、サーバＳＥＲは、レビューデータＤＲＥから１文を抽出する
。以下、図示するように、「商品Ａは、値段が安くて満足です。」という１文がレビュー
データＤＲＥから抽出された場合を例に説明する。
【００３６】
　＜文中から評価表現を検索する例＞
　ステップＳ０３０２では、サーバＳＥＲは、文中から評価表現を検索する。すなわち、
サーバＳＥＲは、ステップＳ０３０１によって抽出された文に、辞書データＤＤＩ１に登
録されている評価表現と同じ言葉が含まれているかを検索する。この例では、ステップＳ
０３０１によって抽出された文には、辞書データＤＤＩ１に肯定語として登録されている
「満足」という言葉が含まれている。そのため、図示するように、サーバＳＥＲは、「満
足」という評価表現を抽出した検索結果を出力する。
【００３７】
　＜検索された評価表現と「係り受け」の関係にある言葉の抽出例＞
　ステップＳ０３０３では、サーバＳＥＲは、検索された評価表現と「係り受け」の関係
にある言葉を抽出する。すなわち、サーバＳＥＲは、ステップＳ０３０１によって抽出さ
れた文において、ステップＳ０３０２で検索される評価表現と「係り受け」の関係にある
言葉を抽出する。例えば、以下のような「係り受け」解析によって、「係り受け」の関係
にある言葉が抽出される。
【００３８】
　図６は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による「係り受け」解析の一例を示す
図である。例えば、「商品Ａは、値段が安くて満足です。」の文が解析される対象である
例で説明する。
【００３９】
　まず、「係り受け」解析では、図６（Ａ）に示すように、サーバＳＥＲは、レビューデ
ータＤＲＥから抽出された文を文節で分解する。次に、図６（Ｂ）に示すように、サーバ
ＳＥＲは、構文を解析して、各文節に「係り受け」の関係があるか否かを判断する。この
例では、図６（Ｂ）に示すように、「値段が」の文節と、「安くて」の文節とが「係り受
け」の関係であると判断され、同様に、「安くて」の文節と、「満足です。」の文節とが
「係り受け」の関係であると判断される。したがって、この例では、「安い」という言葉
が、「満足」という評価表現に対して順接関係となる。このように、サーバＳＥＲは、肯
定語と順接関係となる言葉を肯定語と推定し、抽出する。
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　以下、ステップＳ０３０３によって抽出され、辞書データＤＤＩに登録される候補とな
る言葉を「登録語」という。つまり、この例では、「安い」という言葉が、登録語となる
。
【００４１】
　＜抽出された回数のカウント例＞
　ステップＳ０３０４では、サーバＳＥＲは、抽出された回数をカウントする。すなわち
、サーバＳＥＲは、登録語が文から抽出されると、「１回」とカウントし、抽出回数ＤＣ
Ｎを記憶する。つまり、他の文でも、評価表現と「係り受け」の関係となる場合が多い登
録語は、抽出回数ＤＣＮが大きい値となる。
【００４２】
　以上のようなステップＳ０３０１乃至ステップＳ０３０４が所定回数繰り返し行われる
。なお、所定回数となるループ回数及びループ条件等は、あらかじめ設定される値である
。
【００４３】
　＜登録語のスコアの計算例＞
　ステップＳ０３０５では、サーバＳＥＲは、登録語のスコアを計算する。例えば、スコ
アは、下記（１）式等によって計算される。
【００４４】
【数１】

　例えば、登録語のそれぞれの抽出値（上記（１）式における「ｅｘｔｒａｃｔ（ｘ）」
である。）が「＋０．８」、「＋０．９」及び「＋１．０」であるとすると、上記（１）
式は、分子が「（＋０．８）＋（＋０．９）＋（＋１．０）」となり、分母では、絶対値
の総和である「（＋０．８）＋（＋０．９）＋（＋１．０）」となる。したがって、この
例では、スコアは、上記（１）式に基づいて、「１．０」と計算される。
【００４５】
　また、上記（１）式における登録語の抽出値（上記（１）式では、「ｅｘｔｒａｃｔ（
ｘ）」である。）は、ステップＳ０３０３によって抽出されるごとに、下記（２）式によ
って算出される値である。
【００４６】
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【数２】

　したがって、ステップＳ０３０３によって抽出されると、上記（２）式に基づいて、サ
ーバＳＥＲは、抽出値を計算する。上記（２）式に示すように、抽出値は、「係り受け」
の関係にある評価表現（上記（２）式では、「ｅ」である。）のスコア等に基づいて定ま
る。
【００４７】
　また、上記（２）式において、「評価極性の反転」は、「・・・ない」等の言葉（以下
「反転子」という。）が文中において評価表現に続けて使われることにより、意味が反転
することをいう。具体的には、「満足」という言葉は、肯定語であり、反転子がなければ
、肯定的な意味を示す。一方で、「満足できない」等のように、反転子が続くと、この文
の全体の意味は、「満足」を反転させた否定的な意味を示す。
【００４８】
　さらに、反転子は、複数回用いられる場合がある。例えば、反転子が複数回用いられた
文は、「満足できなくはない」等である。このような場合には、サーバＳＥＲは、反転子
が用いられた回数を数える。奇数回反転子が用いられると、評価極性は、反転する。一方
で、偶数回反転子が用いられると、評価極性は、反転しない。このように、反転子が用い
られた回数に基づいて、上記（２）式では、「ｒｅｖｅｒｓｅ（Ａ）」の関数に対して、
「－１」又は「＋１」の値が返される。
【００４９】
　同様に、逆接の接続詞等が文に用いられると、反転子が使われるのと同様に、評価極性
が反転する場合がある。そこで、上記（２）式では、評価表現と、登録語との関係が、順
接関係にあるか逆接関係にあるかを判断する。順接関係にあれば、評価極性は、反転しな
い。一方で、逆接関係にあると、評価極性は、反転する。このように、順接関係にあるか
逆接関係にあるかに基づいて、上記（２）式では、「ｃｏｎｊｕｎｃｔｉｏｎ（ｅ,ｘ）
」の関数に対して、「－１」又は「＋１」の値が返される。
【００５０】
　以上のようなステップＳ０３０５が行われると、例えば、以下のような結果となる。
【００５１】
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　図７は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による登録語のスコアの計算例を示す
図である。以下、サーバＳＥＲが図５に示す辞書データＤＤＩ１を使用してスコアを計算
する例で説明する。また、以下、図７（Ａ）に示すような文を例に説明する。
【００５２】
　図７（Ａ）に示す文では、辞書データＤＤＩ１に登録されている「満足」という評価表
現が検索される（ステップＳ０３０２）。そして、「係り受け」解析によって、「甘い」
という登録語が抽出される（ステップＳ０３０３）。
【００５３】
　この例では、登録語と「係り受け」の関係にある「満足」という評価表現のスコアが「
＋０．９０」であるため、上記（２）式における「ｖａｌｕｅ」は、「＋０．９０」とな
る。そして、登録語は、評価表現と順接関係であり、文中に反転子がないため、抽出値は
、「＋０．９０」となる。さらに、「甘い」という登録語が抽出されるのが初めてであれ
ば、抽出回数は、「１」であるため、「甘い」のスコアは、この時点では、「＋０．９０
」と計算される。
【００５４】
　次に、図７（Ｂ）に示す文が抽出されたとする（ステップＳ０３０１）。図７（Ｂ）に
示す文では、辞書データＤＤＩ１に登録されている「不満」という評価表現が検索される
（ステップＳ０３０２）。そして、図７（Ａ）と同様に、「係り受け」解析によって、「
甘い」という登録語が抽出される（ステップＳ０３０３）。
【００５５】
　この例では、登録語と「係り受け」の関係にある「不満」という評価表現のスコアが「
－０．９５」であるため、上記（２）式における「ｖａｌｕｅ」は、「－０．９５」とな
る。そして、登録語は、評価表現と順接関係であり、文中に反転子がないため、抽出値は
、「－０．９５」となる。
【００５６】
　なお、登録語は、以前の処理によって既に登録されている場合がある。このような場合
には、スコアは、更新されてもよい。例えば、スコアは、下記（３）式で計算された値に
更新される。
【００５７】
【数３】

　なお、上記（３）式において、「α」は、あらかじめ設定される値であって、「０＜α
＜１」の範囲で、設定される値である。
【００５８】
　＜登録語のフィルタリング例＞
　ステップＳ０３０６では、サーバＳＥＲは、登録語をフィルタリングするのが望ましい
。例えば、ステップＳ０３０６では、以下のような処理が行われる。
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【００５９】
　図８は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による登録語のフィルタリング例を示
すフローチャートである。
【００６０】
　＜新しい登録語があるか否かの判断例＞
　ステップＳ３６０１では、サーバＳＥＲは、新しい登録語があるか否かを判断する。す
なわち、図５に示す処理によって、以前には辞書データＤＤＩに登録されていなかった登
録語が抽出されると、サーバＳＥＲは、新しい登録語があると判断する。
【００６１】
　次に、新しい登録語があるとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ３６０１でＹＥＳ
）、サーバＳＥＲは、ステップＳ３６０２に進む。一方で、新しい登録語がないとサーバ
ＳＥＲが判断すると（ステップＳ３６０１でＮＯ）、サーバＳＥＲは、登録語をフィルタ
リングする処理を終了する。
【００６２】
　＜登録語の抽出回数の読み出し例＞
　ステップＳ３６０２では、サーバＳＥＲは、登録語の抽出回数を読み出す。ステップＳ
０３０４では、ステップＳ０３０３で抽出されるごとに、抽出回数ＤＣＮがカウントされ
る。そこで、ステップＳ３６０２では、サーバＳＥＲは、ステップＳ０３０４でカウント
された抽出回数ＤＣＮを読み出す。
【００６３】
　＜登録語のスコアの読み出し例＞
　ステップＳ３６０３では、サーバＳＥＲは、登録語のスコアを読み出す。ステップＳ０
３０５では、ステップＳ０３０３で抽出されるごとに、スコアが計算される。そこで、ス
テップＳ３６０３では、サーバＳＥＲは、ステップＳ０３０５で計算されたスコアを読み
出す。
【００６４】
　＜抽出回数が第１閾値より大きい値であり、かつ、スコアが第２閾値より大きい値であ
るか否かの判断例＞
　ステップＳ３６０４では、サーバＳＥＲは、抽出回数が第１閾値より大きい値であり、
かつ、スコアが第２閾値より大きい値であるか否かを判断する。
【００６５】
　まず、サーバＳＥＲは、ステップＳ３６０２で読み出された抽出回数と、第１閾値とを
比較する。なお、第１閾値は、あらかじめ設定される値である。例えば、第１閾値に「１
０」が設定されると、抽出回数が「１０」回より大きい値である、すなわち、出現する回
数が多い登録語が、抽出回数が第１閾値より大きい値であると判断される。
【００６６】
　次に、サーバＳＥＲは、ステップＳ３６０３で読み出されたスコアと、第２閾値とを比
較する。なお、第２閾値は、あらかじめ設定される値である。例えば、第２閾値に「０．
８５」が設定されると、スコアが「０．８５」より大きい値である登録語が、スコアが第
２閾値より大きい値であると判断される。
【００６７】
　そして、抽出回数が第１閾値より大きい値であり、かつ、スコアが第２閾値より大きい
値であると（ステップＳ３６０４でＹＥＳ）、サーバＳＥＲは、登録語をフィルタリング
する処理を終了する。一方で、抽出回数が第１閾値より大きい値でない、又は、スコアが
第２閾値より大きい値でないと（ステップＳ３６０４でＮＯ）、サーバＳＥＲは、ステッ
プＳ３６０５に進む。
【００６８】
　＜登録語の削除例＞
　ステップＳ３６０５では、サーバＳＥＲは、登録語を削除する。すなわち、ステップＳ
３６０４によって、スコアが小さい値である、又は、抽出回数が小さい値である登録語は
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、辞書データＤＤＩから削除される。
【００６９】
　辞書データＤＤＩには、人間による判断からしてみると、適切でない評価表現、いわゆ
るノイズとなる言葉が登録される場合が多い。
【００７０】
　ノイズは、商品等に対する評価等を示す表現ではなく、肯定的でも否定的でもない言葉
である。具体的には、レビューにおいて、「使いやすい」、「うるさい」及び「高い」等
の表現は、商品等の特性を肯定又は否定して評価する表現であるため、評価表現に適した
表現である。一方で、商品等の特性を肯定又は否定する以外の言葉が、ノイズとなる。
【００７１】
　そこで、辞書データに登録される候補となる登録語には、例えば、図８に示すようなフ
ィルタリング処理が行われるのが望ましい。このようにすると、辞書データに登録される
ノイズが少なくなり、サーバＳＥＲは、精度良く評判を分析できる。
【００７２】
　＜登録語及びスコアを辞書データに追加し、辞書データを更新する例＞
　ステップＳ０３０７では、サーバＳＥＲは、登録語及びスコアを辞書データに追加し、
辞書データを更新する。例えば、図５に示す例において、ステップＳ０３０３によって、
「安い」という登録語が、抽出され、ステップＳ０３０５によって、「＋０．８５」とい
う値のスコアが計算されたとする。なお、「安い」という登録語は、ステップＳ０３０６
によるフィルタリングで削除対象としない（ステップＳ３６０４でＮＯ）とされたとする
。
【００７３】
　このような場合には、図示するように、サーバＳＥＲは、辞書データＤＤＩ１に「安い
」の登録語と、スコアを追加する。このようにすると、辞書データＤＤＩ１は、更新され
、図示する辞書データＤＤＩ２となる。なお、スコアが正の値であるため、「安い」の登
録語は、肯定語に登録される例である。
【００７４】
　＜繰り返すか否かの判断例＞
　ステップＳ０３０８では、サーバＳＥＲは、図５に示す処理を繰り返すか否かを判断す
る。なお、繰り返し回数は、例えば、あらかじめサーバＳＥＲに設定されるとする。した
がって、所定の繰り返し回数まで、図５に示す処理を繰り返し行った場合には、サーバＳ
ＥＲは、繰り返さないと判断する。一方で、所定の繰り返し回数まで、図５に示す処理を
繰り返し行っていない場合には、サーバＳＥＲは、繰り返すと判断する。
【００７５】
　次に、繰り返すとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０３０８でＹＥＳ）、サーバ
ＳＥＲは、ステップＳ０３０１に進む。一方で、繰り返さないとサーバＳＥＲが判断する
と（ステップＳ０３０８でＮＯ）、サーバＳＥＲは、辞書データを更新する処理を終了す
る。
【００７６】
　＜特徴語の抽出例＞
　ステップＳ０４では、サーバＳＥＲは、特徴語を抽出する。
【００７７】
　なお、特徴語は、商品等の特徴を示す言葉である。また、特徴語となる言葉は、評判分
析における軸に付けられる軸名の候補となる言葉である。そのため、特徴語は、多くのレ
ビューで評価される項目であるのが望ましい。すなわち、特徴語は、商品等の特性等を示
し、多くのユーザが商品等において関心のある項目を示す言葉であるのが望ましい。特徴
語は、このような性質の言葉であるため、商品等又は商品等のカテゴリごとに異なる言葉
となる。例えば、特徴語は、以下のような処理によって抽出される。
【００７８】
　図９は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による特徴語の抽出例を示すフローチ
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ャートである。
【００７９】
　＜レビューデータから１文を抽出する例＞
　ステップＳ０４０１では、サーバＳＥＲは、レビューデータＤＲＥから１文を抽出する
。例えば、サーバＳＥＲは、ステップＳ０３０１と同様の処理によってレビューデータか
ら１文を抽出する。
【００８０】
　＜評価表現と「係り受け」の関係にある特徴語の抽出例＞
　ステップＳ０４０２では、サーバＳＥＲは、評価表現と「係り受け」の関係にある特徴
語を抽出する。まず、ステップＳ０３０２のように、サーバＳＥＲは、辞書データＤＤＩ
に基づいて、評価表現を文中から検索する。そして、サーバＳＥＲは、検索した評価表現
と「係り受け」の関係にある言葉があると、特徴語として抽出し、特徴語データＤＳＰに
記憶する。なお、特徴語データＤＳＰには、ノイズが含まれる場合があるため、特徴語デ
ータＤＳＰは、後段で、特徴語のフィルタリング処理（ステップＳ０５）が行われるのが
望ましい。
【００８１】
　＜特徴語の重要度の計算例＞
　ステップＳ０４０３では、サーバＳＥＲは、特徴語の重要度を計算する。例えば、サー
バＳＥＲは、下記（４）式によって重要度を計算する。
【００８２】
【数４】

　上記（４）式が示すように、重要度は、文中において、特徴語が抽出される回数（上記
（４）式における「ｅｘｔｒａｃｔ_ｎｕｍ（ｙ）」である。）を考慮して計算される値
である。すなわち、「係り受け」の関係にあって、多く登場する言葉ほど、特徴語である
可能性が高い。したがって、重要度を計算する上で、上記（４）式のように、抽出回数が
考慮されるのが望ましい。
【００８３】
　さらに、上記（４）式が示すように、重要度は、文中において、特徴語が特定の助詞を
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伴う確率（上記（４）式における「ｒａｔｅ_ｐａｒｔｉｃｌｅ（ｙ）」である。）が高
いと、値が高くなる。
【００８４】
　なお、特定の助詞は、係助詞及び格助詞等である。具体的には、特定の助詞は、「が」
、「も」及び「は」等である。このような特定の助詞を伴う言葉は、主語、述語又は目的
語である可能性が高い。
【００８５】
　そして、主語、述語又は目的語となる言葉は、レビューでは、評価の対象となる場合が
多い言葉である。このように、抽出された特徴語の前後にある言葉の品詞が考慮されて、
重要度が計算されると、主語、述語又は目的語となる言葉が特徴語に抽出されやすくなる
。すなわち、特徴語となる言葉は、主語、述語又は目的語となる可能性が高いため、重要
度は、上記（４）式のように、特定の助詞を伴う確率等を考慮して計算されるのが望まし
い。
【００８６】
　また、上記（４）式が示すように、重要度は、文中において、特徴語が評価表現と「係
り受け」の関係である確率（上記（４）式における「ｒａｔｅ_ＥＥ（ｙ）」である。）
が高いと、値が高くなる。評価表現は、形容詞等の名詞を修飾する言葉である場合が多い
。したがって、評価表現と「係り受け」の関係にある言葉は、評価表現によって、何らか
の評価がされている可能性が高い言葉である。上記（４）式のように、評価表現と「係り
受け」の関係となる確率が考慮されて、重要度が計算されると、評価表現と「係り受け」
の関係があるように使われる言葉が特徴語に抽出されやすくなる。すなわち、特徴語とな
る言葉は、評価表現によって評価される可能性が高いため、重要度は、上記（４）式のよ
うに、評価表現と「係り受け」の関係となる確率等を考慮して計算されるのが望ましい。
【００８７】
　なお、重要度は、計算され、特徴語と関連付けして、特徴語データＤＳＰに記憶される
とする。
【００８８】
　＜特徴語が抽出された回数のカウント例＞
　ステップＳ０４０４では、サーバＳＥＲは、特徴語が抽出された回数をカウントする。
すなわち、サーバＳＥＲは、特徴語が文から抽出されると、「１回」とカウントし、抽出
回数ＤＣ１を記憶する。つまり、他の文でも、評価表現と「係り受け」の関係となる場合
が多い特徴語は、抽出回数ＤＣ１が大きい値となる。
【００８９】
　＜特徴語が格助詞を伴うか否かの判断例＞
　ステップＳ０４０５では、サーバＳＥＲは、特徴語が格助詞を伴うか否かを判断する。
すなわち、サーバＳＥＲは、抽出された特徴語の前後に格助詞となる言葉があるか否かを
判断する。
【００９０】
　次に、特徴語が格助詞を伴うとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０４０５でＹＥ
Ｓ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０４０６に進む。一方で、特徴語が格助詞を伴わない
とサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０４０５でＮＯ）、サーバＳＥＲは、ステップ
Ｓ０４０７に進む。
【００９１】
　＜特徴語が格助詞を伴って抽出された回数のカウント例＞
　ステップＳ０４０６では、サーバＳＥＲは、特徴語が格助詞を伴って抽出された回数（
以下「格助詞回数ＤＣ２」という。）をカウントする。すなわち、ステップＳ０４０５に
おいて特徴語が格助詞を伴うと判断されると（ステップＳ０４０５でＹＥＳ）、サーバＳ
ＥＲは、「１回」とカウントし、格助詞回数ＤＣ２を記憶する。
【００９２】
　＜特徴語が係助詞を伴うか否かの判断例＞



(16) JP 2018-185744 A 2018.11.22

10

20

30

40

50

　ステップＳ０４０７では、サーバＳＥＲは、特徴語が係助詞を伴うか否かを判断する。
すなわち、サーバＳＥＲは、抽出された特徴語の前後に係助詞となる言葉があるか否かを
判断する。
【００９３】
　次に、特徴語が係助詞を伴うとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０４０７でＹＥ
Ｓ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０４０８に進む。一方で、特徴語が係助詞を伴わない
とサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０４０７でＮＯ）、サーバＳＥＲは、特徴語の
抽出処理を終了する。
【００９４】
　＜特徴語が係助詞を伴って抽出された回数のカウント例＞
　ステップＳ０４０８では、サーバＳＥＲは、特徴語が係助詞を伴って抽出された回数（
以下「係助詞回数ＤＣ３」という。）をカウントする。すなわち、ステップＳ０４０７に
おいて特徴語が係助詞を伴うと判断されると（ステップＳ０４０７でＹＥＳ）、サーバＳ
ＥＲは、「１回」とカウントし、係助詞回数ＤＣ３を記憶する。
【００９５】
　＜特徴語のフィルタリング例＞
　ステップＳ０５では、サーバＳＥＲは、特徴語をフィルタリングする。例えば、特徴語
は、以下のような処理によってフィルタリングされる。
【００９６】
　図１０は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による特徴語のフィルタリング例を
示すフローチャートである。
【００９７】
　＜新しく特徴語が抽出されたか否かの判断例＞
　ステップＳ０５０１では、サーバＳＥＲは、新しく特徴語が抽出されたか否かを判断す
る。例えば、特徴語データＤＳＰに新たに特徴語が追加されると、サーバＳＥＲは、新し
く特徴語が抽出されたと判断する。
【００９８】
　次に、新しく特徴語が抽出されたとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０５０１で
ＹＥＳ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０５０２に進む。一方で、新しく特徴語が抽出さ
れていないとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０５０１でＮＯ）、サーバＳＥＲは
、特徴語のフィルタリング処理を終了する。
【００９９】
　＜特徴語が格助詞を伴って抽出された確率及び特徴語が係助詞を伴って抽出された確率
の計算例＞
　ステップＳ０５０２では、サーバＳＥＲは、特徴語が格助詞を伴って抽出された確率及
び特徴語が係助詞を伴って抽出された確率を計算する。
【０１００】
　まず、特徴語が格助詞を伴って抽出された確率（以下「格助詞確率」という。）は、抽
出回数ＤＣ１に対する格助詞回数ＤＣ２の割合を計算すると求まる値である。具体的には
、サーバＳＥＲは、「格助詞回数ＤＣ２÷抽出回数ＤＣ１」を計算すると、格助詞確率を
求めることができる。
【０１０１】
　同様に、特徴語が係助詞を伴って抽出された確率（以下「係助詞確率」という。）は、
抽出回数ＤＣ１に対する係助詞回数ＤＣ３の割合を計算すると求まる値である。具体的に
は、サーバＳＥＲは、「係助詞回数ＤＣ３÷抽出回数ＤＣ１」を計算すると、係助詞確率
を求めることができる。
【０１０２】
　＜格助詞確率が第３閾値より大きい値であり、かつ、係助詞確率が第４閾値より大きい
値であるか否かの判断例＞
　ステップＳ０５０３では、サーバＳＥＲは、格助詞確率が第３閾値より大きい値であり
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、かつ、係助詞確率が第４閾値より大きい値であるか否かを判断する。
【０１０３】
　まず、サーバＳＥＲは、ステップＳ０５０２で計算された格助詞確率と、第３閾値とを
比較する。なお、第３閾値は、あらかじめ設定される値である。例えば、第３閾値には、
「０．１」以上の値が設定される。このような第３閾値であると、「１０パーセント」よ
り高い確率で格助詞を伴う特徴語が、格助詞確率が第３閾値より大きい値であると判断さ
れる。
【０１０４】
　次に、サーバＳＥＲは、ステップＳ０５０２で計算された係助詞確率と、第４閾値とを
比較する。なお、第４閾値は、あらかじめ設定される値である。例えば、第４閾値には、
「０．１」以上の値が設定される。このような第４閾値であると、「１０パーセント」よ
り高い確率で係助詞を伴う特徴語が、係助詞確率が第４閾値より大きい値であると判断さ
れる。
【０１０５】
　そして、格助詞確率が第３閾値より大きい値であり、かつ、係助詞確率が第４閾値より
大きい値であると（ステップＳ０５０３でＹＥＳ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０５０
５に進む。一方で、格助詞確率が第３閾値より大きい値でない、又は、係助詞確率が第４
閾値より大きい値でないと（ステップＳ０５０３でＮＯ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ
０５０４に進む。
【０１０６】
　＜特徴語の削除例＞
　ステップＳ０５０４では、サーバＳＥＲは、特徴語を削除する。すなわち、ステップＳ
０５０３によって、格助詞確率が小さい値である、又は、係助詞確率が小さい値である特
徴語は、特徴語データから削除される。
【０１０７】
　＜特徴語の重要度の読み出し例＞
　ステップＳ０５０５では、サーバＳＥＲは、特徴語の重要度を読み出す。すなわち、サ
ーバＳＥＲは、ステップＳ０４０３で計算された重要度を読み出す。
【０１０８】
　＜第５閾値の計算例＞
　ステップＳ０５０６では、サーバＳＥＲは、第５閾値を計算して求める。例えば、第５
閾値は、以下のように計算される。
【０１０９】
　図１１は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による第５閾値の計算例を示す図で
ある。なお、図では、横軸が、特徴語データに記憶される特徴語を示し、縦軸が、各特徴
語の重要度を示す。したがって、図では、横軸において、左から右に向かって、重要度が
高い順に特徴語が並べられた状態である。
【０１１０】
　レビューでは、頻繁に評価される言葉は、重要度が高くなる場合が多い。そのため、特
徴語及び特徴語の候補となる言葉の集合における重要度の分布は、図示するように、ロン
グテールで示せる。そして、この分布において、重要度が高い言葉が、特徴語である可能
性が高い。そこで、サーバＳＥＲは、図示する分布において、全体のうち、上位「β」パ
ーセントを占める言葉を特徴語であると推定し、それ以外の言葉をノイズと推定する。な
お、「β」は、あらかじめ設定される値である。
【０１１１】
　具体的には、まず、サーバＳＥＲは、特徴語データに記憶される特徴語を重要度が高い
順に並べ、上位から「β」パーセントとなる特徴語を特定する。そして、サーバＳＥＲは
、特定された特徴語の重要度を第５閾値とする。すなわち、サーバＳＥＲは、いわゆる累
積密度が「β」パーセントとなる重要度を特定し、第５閾値とする。このようにすると、
サーバＳＥＲは、上位「β」パーセントに含まれる重要度が高い言葉であるか否かを第５
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閾値と重要度を比較することによって判断できる。
【０１１２】
　なお、「β」パーセントに入らない言葉（図では、「β」より右側の部分に該当する。
）から、「準特徴語」が抽出されてもよい。「準特徴語」の詳細は、後述する。
【０１１３】
　＜重要度が第５閾値より大きい値か否かの判断例＞
　ステップＳ０５０７では、サーバＳＥＲは、重要度が第５閾値より大きい値か否かを判
断する。すなわち、サーバＳＥＲは、第５閾値に基づいて、特徴語が図１１に示す分布に
おいて、上位に位置する言葉か否かを判断する。
【０１１４】
　そして、重要度が第５閾値より大きい値であると（ステップＳ０５０７でＹＥＳ）、サ
ーバＳＥＲは、特徴語のフィルタリング処理を終了する。一方で、重要度が第５閾値より
大きい値でないと（ステップＳ０５０７でＮＯ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０５０８
に進む。
【０１１５】
　＜特徴語の削除例＞
　ステップＳ０５０８では、サーバＳＥＲは、特徴語を削除する。すなわち、ステップＳ
０５０７によって、重要度が小さい値である特徴語は、特徴語データから削除される。
【０１１６】
　なお、格助詞確率及び係助詞確率に基づく判断（ステップＳ０５０２及びステップＳ０
５０３等）と、重要度に基づく判断（ステップＳ０５０７等）とは、実行される順序が逆
でもよい。ただし、図示するような順序とすると、サーバＳＥＲは、精度良く特徴語をフ
ィルタリングできる。
【０１１７】
　＜軸の生成例＞
　ステップＳ０６では、サーバＳＥＲは、軸を生成する。軸は、商品等の評判を示す上で
、商品等が有する機能等の評価指標を示す。なお、軸は、「評価軸」等と呼ばれる場合も
ある。例えば、軸は、以下のような処理によって生成される。
【０１１８】
　図１２は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による軸の生成例を示すフローチャ
ートである。
【０１１９】
　＜特徴語と評価表現の「係り受け」を示す行列の生成例＞
　ステップＳ０６０１では、サーバＳＥＲは、特徴語と評価表現の「係り受け」を示す行
列を生成する。例えば、行列は、以下のように生成される。
【０１２０】
　図１３は、本発明の一実施形態に係る特徴語と評価表現の「係り受け」を示す行列の一
例を示す図である。以下、図示するように、縦方向ｊに、特徴語を並べ、一方で、横方向
ｉに、評価表現を並べた行列を例に説明する。
【０１２１】
　この例では、縦方向ｊには、特徴語データＤＳＰに記憶される特徴語が並べられる。そ
して、各特徴語と「係り受け」の関係があった評価表現が抽出され、横方向ｉに抽出され
た評価表現が並べられる。次に、行列の各要素には、「係り受け」の関係にあった回数が
入力される。
【０１２２】
　具体的には、図示する例では、「値段」という特徴語は、レビューにおいて、「安い」
及び「満足」という評価表現と「係り受け」の関係にある言葉である。そして、この例で
は、「値段」と、「安い」という言葉は、「１０」回「係り受け」の関係にあったので、
「１０」の値が行列の要素に入力される。同様に、この例では、「値段」と、「満足」と
いう言葉は、「３」回「係り受け」の関係にあったので、「３」の値が行列の要素に入力
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される。
【０１２３】
　＜ＴＦ－ＩＤＦ（Ｔｅｒｍ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）計算例＞
　ステップＳ０６０２では、サーバＳＥＲは、ＴＦ－ＩＤＦ計算を行う。ＴＦ－ＩＤＦ計
算は、言葉が出現する頻度（ＴＦ）と、多くの文に出現する頻度（逆文書頻度、ＩＤＦ）
とを指標にする方法であって、各文書における言葉がどれだけ重要であるかを示す尺度を
計算する。具体的には、サーバＳＥＲは、下記（５）式によって、ＴＦ－ＩＤＦ計算を行
う。
【０１２４】
【数５】

　例えば、上記（５）式に基づいて、図１３に示す行列を計算すると、計算結果は、以下
のようになる。
【０１２５】
　図１４は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置によるＴＦ－ＩＤＦ計算の計算結果
例を示す図である。まず、図示する例では、特徴語は、４種類、すなわち、縦方向ｊに４
つの特徴語が抽出されるため、上記（５）式における「Ｆ：特徴語の総数」は、「４」と
なる。
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【０１２６】
　以下、「安い」の評価表現を例に説明する（上記（５）式における評価表現ｅｉとする
）。この例では、「安い」という評価表現は、「値段」及び「価格」という２つの特徴語
と共起する。したがって、上記（５）式における「Ｆｉ：評価表現ｅｉと共起する特徴語
の数」は、「２」となる。
【０１２７】
　次に、「ｎｉ，ｊ：評価表現ｅｉと特徴語ｆｊとが「係り受け」の関係にあった回数」
は、図１３に示す「安い」の列から特定される。具体的には、「安い」と、「値段」との
「ｎｉ，ｊ」は、「１０」となる。同様に、「安い」と、「価格」との「ｎｉ，ｊ」は、
「８」となる。さらに、「安い」と、「音」との「ｎｉ，ｊ」及び「安い」と、「吸引力
」との「ｎｉ，ｊ」は、「０」となる。
【０１２８】
　また、上記（５）式における「ｔｆｉ，ｊ：ＴＦ値」の計算での分母である「Σｋｎｋ

，ｊ」は、評価表現ごとの「係り受け」の関係にあった回数を合計した値となる。具体的
には、図１３に示す例では、「値段」は、「１０＋０＋０＋３＝１３」となる。次に、「
価格」は、「８＋０＋０＋５＝１３」となる。また、「音」は、「０＋１０＋０＋０＝１
０」となる。さらに、「吸引力」は、「０＋０＋９＋５＝１４」となる。
【０１２９】
　また、図１４に示す例では、ＴＦ－ＩＤＦ値は、特徴語ごとに、ＴＦ－ＩＤＦを合計し
た値がほぼ「１」となるように正規化した値である。具体的には、図１４では、「値段」
のＴＦ－ＩＤＦ値は、合計すると、「０．８８＋０＋０＋０．１１＝０．９９≒１」であ
る。
【０１３０】
　このように、ＴＦ－ＩＤＦ計算を行うと、特徴語と「係り受け」の関係があって、出現
する回数の多い評価表現は、数値が高くなりやすい（ＴＦ値）。ただし、どのような特徴
語に対しても評価する評価表現は、数値が低くなりやすい（ＩＤＦ値）。
【０１３１】
　この例では、「満足」という評価表現は、どのような特徴語を評価するにも出現するこ
とが多い評価表現の例である。具体的には、「満足」は、「値段」、「価格」及び「吸引
力」の３つの特徴語に対して、「係り受け」の関係がある。このように、汎用性が高い評
価表現は、ＴＦ－ＩＤＦ計算では、値が小さくなる。一方で、「静か」という評価表現は
、「音」という特徴語としか「係り受け」の関係がないため、ＴＦ－ＩＤＦ値は、「１．
０」のように、値が大きくなる。
【０１３２】
　＜特徴語のクラスタリング例＞
　ステップＳ０６０３では、サーバＳＥＲは、特徴語をクラスタリングする。例えば、サ
ーバＳＥＲは、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法及びＧａｐ統計量計算によって、特徴語をクラスタ
リングする。そして、クラスタリングされた各クラスタが、評判分析による軸となる。
【０１３３】
　まず、クラスタ数ｋは、Ｇａｐ統計量を計算して決定する。具体的には、サーバＳＥＲ
は、例えば、クラスタ数ｋを「ｋ＝１，２，３・・・」の１つずつ増加させていく。そし
て、サーバＳＥＲは、それぞれのクラスタ数ｋごとに、Ｇａｐ統計量を計算する。
【０１３４】
　Ｇａｐ統計量は、各クラスタにおけるデータの密集度を示す値である。すなわち、Ｇａ
ｐ統計量が高い値であるほど、クラスタ内では、データは、凝集している状態である。そ
して、サーバＳＥＲは、Ｇａｐ統計量が高くなるクラスタ数ｋを特定する。なお、複数の
クラスタ数ｋが特定される場合には、サーバＳＥＲは、最も小さい値のクラスタ数ｋを選
択する。
【０１３５】
　Ｇａｐ統計量によって、クラスタ数ｋを特定すると、サーバＳＥＲは、Ｘ－ｍｅａｎｓ
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法等と比較して、少ない計算コストによって、クラスタ数ｋを特定できる。また、Ｇａｐ
統計量によって、クラスタ数ｋを特定すると、サーバＳＥＲは、Ｘ－ｍｅａｎｓ法等と比
較して、精度良くクラスタ数ｋを特定できる。さらに、Ｇａｐ統計量によって、クラスタ
数ｋを特定すると、サーバＳＥＲは、Ｘ－ｍｅａｎｓ法等と比較して、安定してクラスタ
数ｋを特定できる。
【０１３６】
　次に、サーバＳＥＲは、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法によって、代表点を特定する。例えば、
ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法によって、以下のように代表点が特定される。
【０１３７】
　図１５は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置によるｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法による
代表点の特定例を示す図である。まず、図示するように、特徴語が、クラスタＣＬＵにク
ラスタリングされるとする。したがって、「○」で図示するように、それぞれのクラスタ
ＣＬＵ内には、特徴語が点在する。
【０１３８】
　ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法は、教師なし学習法の一例である。ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法では、
特徴語となる各データは、他のデータとの距離が計算され、距離の総和が最も小さい値と
なるデータが特定される。例えば、図示するように、クラスタＣＬＵごとに、１つずつ代
表点ＰＲＥが特定される。このように、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法が行われると、サーバＳＥ
Ｒは、クラスタＣＬＵごとに、中心となる特徴語を代表点ＰＲＥとして特定することがで
きる。
【０１３９】
　また、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法であると、ｋ－ｍｅａｎｓ法等と比較して、サーバＳＥＲ
は、いわゆる外れ値の影響を小さくできる。ｋ－ｍｅａｎｓ法では、平均値が計算される
ため、データがない点等が選ばれる可能性が高い。一方で、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法では、
クラスタＣＬＵ内にあるデータから、代表点ＰＲＥが特定されるため、特徴語の集合にな
い言葉が選ばれるようなことが防げる。
【０１４０】
　さらに、サーバＳＥＲは、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法を用いると、同じような意味の言葉を
１つの軸に絞ることができる。具体的には、「値段」及び「価格」等は、どちらも金銭に
ついての言葉である。このような言葉は、別の言葉であっても、どちらも同じような意味
で使われることが多い言葉である。そこで、サーバＳＥＲは、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法を用
いると、同じような意味を示す特徴語のクラスタから、１つの特徴語を選び、言葉の揺ら
ぎを吸収することができる。
【０１４１】
　以上のように、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法及びＧａｐ統計量計算を用いると、サーバＳＥＲ
は、例えば、以下のように、特徴語をクラスタリングして軸を生成することができる。以
下、「掃除機」の商品に対するレビューで、図示するような特徴語がステップＳ０４で抽
出された場合を例に説明する。
【０１４２】
　図１６は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による軸の生成例を示す図である。
【０１４３】
　図示する例では、図１２に示す処理を行うと、サーバＳＥＲは、３つのクラスタに特徴
語をクラスタリングできる。すなわち、この例では、サーバＳＥＲは、「軸１」、「軸２
」及び「軸３」の３つの軸を生成することができる。なお、これらの軸とは別に、さらに
、総合的な評価を示す「総合評価軸」を加えて、４つの軸としてもよい。以下、「総合評
価軸」がある場合を例に説明する。
【０１４４】
　そして、図示するように、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法を用いると、各軸において、代表点Ｐ
ＲＥとなる特徴語が特定される。そして、代表点ＰＲＥに特定された特徴語が、それぞれ
の軸名となる。このように、サーバＳＥＲは、軸を生成することができる。
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【０１４５】
　このように、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法及びＧａｐ統計量計算を用いると、サーバＳＥＲは
、多すぎず、少なすぎない軸の数に最適化し、かつ、それぞれの軸に、それぞれの軸名を
決定することができる。
【０１４６】
　なお、軸の生成では、サーバＳＥＲは、以下のような計算をして軸を削除してもよい。
まず、サーバＳＥＲは、すべての特徴語の重要度を総和した値（以下「全体値」という。
）を計算する。次に、サーバＳＥＲは、軸ごとの特徴語の重要度を総和した値（以下「軸
値」という。）を計算する。そして、全体値に対する軸値が、所定の値以下であると、サ
ーバＳＥＲは、計算対象とした軸を削除する。なお、所定の値は、あらかじめ設定される
とする。
【０１４７】
　クラスタリングでは、同じような意味を示す特徴語の数が少ない場合、すなわち、デー
タ数がとても少ないクラスタが発生する場合がある。このような場合には、サーバＳＥＲ
は、データ数がとても少ないクラスタをノイズとし、削除する。
【０１４８】
　重要な商品等の特性、すなわち、軸については、頻繁にレビューされる場合が多い。し
たがって、重要な軸であると、軸にクラスタリングされた特徴語は、重要度が高くなる場
合が多い。したがって、重要度が低い軸を削除すると、サーバＳＥＲは、重要な軸に絞っ
て評判の分析結果を示すことができる。
【０１４９】
　＜準特徴語の分配例＞
　軸の生成後、準特徴語が分配されるのが望ましい。
【０１５０】
　ステップＳ０６０４では、サーバＳＥＲは、準特徴語を分配する。まず、準特徴語が分
配される場合には、ステップＳ０５０８では、サーバＳＥＲは、対象となる特徴語を削除
せず、「準特徴語」として記憶する。そして、サーバＳＥＲは、軸ごとに、各準特徴語の
ＴＦ－ＩＤＦ値を計算する。このように、ＴＦ－ＩＤＦ値によって、各準特徴語と、軸と
の距離が定まる。次に、サーバＳＥＲは、ＴＦ－ＩＤＦ値のうち、最も高い値（以下「１
番目の値」という。）と、１番目の値の次に高い値（以下「２番目の値」という。）とを
選ぶ。続いて、（１番目の値÷２番目の値）が判断値より高い値であるか否かを判断する
。なお、判断値は、あらかじめ設定される値である。
【０１５１】
　レビューでは、全体では、出現する頻度が低いが、特定の話題又は特性では、よく使わ
れる言葉がある。このような言葉は、全体としては、出現する頻度が低いため、重要度等
が低い値になる可能性が高い。しかし、このような言葉は、ある特性を評価する上では、
重要な言葉である場合が多い。そこで、ステップＳ０５０７で重要度が低いと判断されて
も、このような言葉を削除せず、準特徴語とする。
【０１５２】
　そして、（１番目の値÷２番目の値）は、所定の軸に対してだけ、ＴＦ－ＩＤＦ値が高
いか否かを判定するための値である。つまり、ある特性に対するレビューでよく出現する
言葉であれば、１番目の値は、高い値となるが、他の特性に対するレビューでは、あまり
出現しないため、２番目の値等は、低い値となる場合が多い。そこで、（１番目の値÷２
番目の値）が高い値であれば、準特徴語は、ある特性を評価する上では、重要な言葉であ
る可能性が高い。
【０１５３】
　したがって、サーバＳＥＲは、（１番目の値÷２番目の値）が高い値であれば、１番目
の値となる軸に、準特徴語を分配する。このようにすると、サーバＳＥＲは、特定の話題
又は特性に偏って使われる言葉も特徴語として使用することができる。
【０１５４】
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　＜評判分析例＞
　ステップＳ０７では、サーバＳＥＲは、評判分析を行う。例えば、評判分析は、以下の
ように行われる。以下、図１６に示すように、軸が生成され（なお、以下の説明では、「
総合評価」軸もあるとする。）、軸ごとに、評判を示す値（以下「評価値」という。）が
計算されて、評判分析が行われるとする。
【０１５５】
　図１７は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による評判分析例を示すフローチャ
ートである。
【０１５６】
　＜商品又はサービスの選択例＞
　ステップＳ０７０１では、ユーザは、商品等を選択する。一方で、レビューデータには
、各レビューが、どの商品等についてのレビューであるかを識別できるＩＤが付されてい
る。そのため、以下の処理で処理対象となるレビューデータは、すべてのレビューデータ
から、ステップＳ０７０１で選択された商品等と同一の商品等についてのレビューデータ
に絞られる。
【０１５７】
　＜レビューデータから１文を抽出する例＞
　ステップＳ０７０２では、サーバＳＥＲは、レビューデータＤＲＥから１文を抽出する
。例えば、サーバＳＥＲは、ステップＳ０３０１と同様の処理によってレビューデータか
ら１文を抽出する。
【０１５８】
　＜「係り受け」解析例＞
　ステップＳ０７０３では、サーバＳＥＲは、「係り受け」解析を行う。「係り受け」解
析が行われると、サーバＳＥＲは、各文節における「係り受け」の関係と、主節となる文
節を把握できる。
【０１５９】
　＜評価表現があるか否かの判断例＞
　ステップＳ０７０４では、サーバＳＥＲは、評価表現があるか否かを判断する。具体的
には、ステップＳ０７０２によって抽出された文のいずれかに、評価表現となる言葉が含
まれると、サーバＳＥＲは、評価表現があると判断する。
【０１６０】
　次に、評価表現があるとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０７０４でＹＥＳ）、
サーバＳＥＲは、ステップＳ０７０５に進む。一方で、評価表現がないとサーバＳＥＲが
判断すると（ステップＳ０７０４でＮＯ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０７０２又はス
テップＳ０７１２に進む。
【０１６１】
　＜評価表現が主節であるか否かの判断例＞
　ステップＳ０７０５では、サーバＳＥＲは、評価表現が主節であるか否かを判断する。
すなわち、ステップＳ０７０３による解析等の構文解析が行われると、サーバＳＥＲは、
対象となる評価表現が主文の述語であるか否かを判断できる。
【０１６２】
　次に、評価表現が主節であるとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０７０５でＹＥ
Ｓ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０７０６に進む。一方で、評価表現が主節でないとサ
ーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０７０５でＮＯ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０
７０７に進む。
【０１６３】
　＜「総合評価」軸の評価値に評価表現のスコアを加算する例＞
　ステップＳ０７０６では、サーバＳＥＲは、「総合評価」軸の評価値に評価表現のスコ
アを加算する。すなわち、評価表現が主節である場合には、評価表現は、商品等を総合的
に評価した結果を示す表現である場合が多い。そこで、サーバＳＥＲは、評価表現が主節
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である場合には、「総合評価」軸の評価値に、評価表現のスコアを反映させる。
【０１６４】
　＜特徴語と「係り受け」の関係があるか否かの判断例＞
　ステップＳ０７０７では、サーバＳＥＲは、評価表現が特徴語と「係り受け」の関係に
あるか否かを判断する。
【０１６５】
　次に、評価表現が特徴語と「係り受け」の関係にあるとサーバＳＥＲが判断すると（ス
テップＳ０７０７でＹＥＳ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０７０８に進む。一方で、評
価表現が特徴語と「係り受け」の関係にないとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０
７０７でＮＯ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０７０９に進む。
【０１６６】
　＜「係り受け」の関係がある特徴語の軸の選択例＞
　ステップＳ０７０８では、サーバＳＥＲは、「係り受け」の関係がある特徴語の軸を選
択する。すなわち、サーバＳＥＲは、「係り受け」の関係がある特徴語がクラスタリング
された軸を特定する。具体的には、図１６に示す例では、「値段」が「係り受け」の関係
がある特徴語とであると、サーバＳＥＲは、「軸１」を選択する。
【０１６７】
　＜代表評価表現であるか否かの判断例＞
　ステップＳ０７０９では、サーバＳＥＲは、評価表現が代表評価表現であるか否かを判
断する。なお、代表評価表現は、例えば、軸の生成後、軸ごとに決定される。
【０１６８】
　評価表現には、特徴語がなくとも特定の特性を評価できる表現がある。例えば、「安い
」という評価表現は、「値段」等の特徴語が伴われなくても、金銭についての評価を示し
て使用される場合が多い。したがって、このような言葉は、特徴語と「係り受け」の関係
がなくとも、特定の軸について評価を示すため、評価表現として評価値に反映されるのが
望ましい言葉である。以下、このような言葉を「代表評価表現」という。
【０１６９】
　代表評価表現は、評価表現とは別に決定される。例えば、代表評価表現は、以下のよう
に決定される。まず、ステップＳ０６０３でｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ法が行われると、軸ごと
に、代表点となる特徴語が特定される。そして、代表点となる特徴語と、各評価表現との
間には、ＴＦ－ＩＤＦ値がある。
【０１７０】
　次に、ＴＦ－ＩＤＦ値が所定の閾値（以下「代表評価表現判定値」という。）以上であ
る評価表現があると、サーバＳＥＲは、対象となる評価表現を代表評価表現に決定する。
なお、代表評価表現判定値は、あらかじめ設定される。例えば、図１４に示す例では、「
静か」という評価表現は、ＴＦ－ＩＤＦ値が高いため、代表評価表現と決定される。同様
に、「安い」という評価表現は、ＴＦ－ＩＤＦ値が高いため、代表評価表現と決定される
。また、「強い」という評価表現も、ＴＦ－ＩＤＦ値が高いため、代表評価表現と決定さ
れる。
【０１７１】
　ステップＳ０７０９では、サーバＳＥＲは、決定された代表評価表現と同一の言葉であ
ると、評価表現が代表評価表現であると判断する。
【０１７２】
　次に、評価表現が代表評価表現であるとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０７０
９でＹＥＳ）、サーバＳＥＲは、ステップＳ０７１０に進む。一方で、評価表現が代表評
価表現でないとサーバＳＥＲが判断すると（ステップＳ０７０９でＮＯ）、サーバＳＥＲ
は、ステップＳ０７０２又はステップＳ０７１２に進む。
【０１７３】
　＜代表評価表現に対応する軸の選択例＞
　ステップＳ０７１０では、サーバＳＥＲは、代表評価表現に対応する軸を選択する。す



(25) JP 2018-185744 A 2018.11.22

10

20

30

40

50

なわち、サーバＳＥＲは、代表評価表現が決定された軸を特定する。具体的には、上記に
示す例では、「静か」が「軸２」の代表評価表現と決定されているため、サーバＳＥＲは
、「静か」という代表評価表現がある場合には、「軸２」を選択する。
【０１７４】
　＜選択された軸の評価値に評価表現のスコアを加算する例＞
　ステップＳ０７１１では、サーバＳＥＲは、選択された軸の評価値に評価表現のスコア
を加算する。すなわち、ステップＳ０７０８又はステップＳ０７１０によって、軸があら
かじめ選択される。そして、サーバＳＥＲは、あらかじめ選択される軸の評価値に評価表
現のスコアを反映させる。
【０１７５】
　以上のようなステップＳ０７０２乃至ステップＳ０７１１が所定回数繰り返し行われる
。そして、所定回数繰り返した後、サーバＳＥＲは、ステップＳ０７１２に進む。一方で
、繰り返しの場合には、ステップＳ０７０４、ステップＳ０７０９又はステップＳ０７１
１の後、サーバＳＥＲは、ステップＳ０７０２に進む。なお、所定回数となるループ回数
及びループ条件等は、あらかじめ設定される値である。
【０１７６】
　＜レーダーチャートへのプロット例＞
　ステップＳ０７１２では、サーバＳＥＲは、レーダーチャートへの評価値をプロットす
る。例えば、サーバＳＥＲは、レーダーチャートによって軸及び評判の解析結果をユーザ
に表示する。
【０１７７】
　以上のような処理が具体的には以下のように行われる。
【０１７８】
　図１８は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による評判分析例を示す図である。
以下、まず、ステップＳ０３によって、図示するような辞書データＤＤＩ３が生成される
例であるとする。さらに、ステップＳ０７が図示するような生成結果ＡＸＩであって、そ
れぞれの軸に、図示するように、特徴語がクラスタリングされ、かつ、代表評価表現が決
定された例であるとする。
【０１７９】
　また、「掃除機」の商品について、評判分析を行うとする（ステップＳ０７０１）。次
に、評判分析において、レビューデータから、「少しうるさいけど吸引力は強いし満足で
す。」という文（以下「対象文ＳＥＮ」という。）が抽出された例とする（ステップＳ０
７０２）。
【０１８０】
　続いて、「係り受け」解析が行われると（ステップＳ０７０３）、対象文ＳＥＮは、図
示するような解析結果ＲＥＳとなる。具体的には、サーバＳＥＲは、対象文ＳＥＮにおい
て、「少し」と、「うるさい」という言葉は、「係り受け」の関係があると解析する。同
様に、「吸引力」と、「強い」という言葉は、「係り受け」の関係があると解析する。ま
た、「満足」という言葉は、対象文ＳＥＮでは、最後の文節に含まれるため、主節にある
と解析される。なお、「思う」又は「考える」等の言葉が最後の文節に含まれ場合等では
、最後から１つ前の文節が、主節であるとされてもよい。
【０１８１】
　次に、解析結果ＲＥＳに基づいて、ステップＳ０７０４乃至ステップＳ０７１１の処理
が繰り返し行われる。まず、辞書データＤＤＩ３に基づいて、「満足」という言葉は、評
価表現であると判断される（ステップＳ０７０４でＹＥＳ）。続いて、解析結果ＲＥＳに
基づいて、「満足」という言葉は、主節であると判断される（ステップＳ０７０５でＹＥ
Ｓ）。したがって、「総合評価」軸が選択され、「総合評価」軸の評価値に、辞書データ
ＤＤＩ３が示す「満足」のスコアである「＋０．９５」が加算される（ステップＳ０７０
６）。
【０１８２】
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　次に、辞書データＤＤＩ３に基づいて、「強い」という言葉は、評価表現であると判断
される（ステップＳ０７０４でＹＥＳ）。続いて、解析結果ＲＥＳに基づいて、「満足」
という言葉は、「軸２」にクラスタリングされている「吸引力」という特徴語と「係り受
け」の関係があると判断される（ステップＳ０７０７でＹＥＳ）。また、「吸引力」とい
う特徴語が「軸２」にクラスタリングされているため、「軸２」が選択される（ステップ
Ｓ０７０８）。したがって、「軸２」が選択され、「軸２」の評価値に、辞書データＤＤ
Ｉ３が示す「強い」のスコアである「＋０．９０」が加算される（ステップＳ０７１１）
。
【０１８３】
　次に、辞書データＤＤＩ３に基づいて、「うるさい」という言葉は、評価表現であると
判断される（ステップＳ０７０４でＹＥＳ）。続いて、解析結果ＲＥＳ及び生成結果ＡＸ
Ｉに基づいて、「うるさい」という言葉は、「軸１」に決定されている代表評価表現であ
ると判断される（ステップＳ０７０９でＹＥＳ）。また、「うるさい」という評価表現が
「軸１」の代表評価表現に決定されているため、「軸１」が選択される（ステップＳ０７
１０）。したがって、「軸１」が選択され、「軸１」の評価値に、辞書データＤＤＩ３が
示す「うるさい」のスコアである「－０．９２」が加算される（ステップＳ０７１１）。
【０１８４】
　以上のように評判分析が行われると、サーバＳＥＲは、図示するような評判分析結果Ａ
ＮＳを生成できる。なお、評判分析結果ＡＮＳでは、１つの対象文ＳＥＮのみの評判分析
の結果であるため、「レビュー数」は、「１」である。以降、同様に、他の文についても
評判分析を行うと、評判分析結果ＡＮＳが示す「評価値」が、ステップＳ０７０７又はス
テップＳ０７１１によって変化する。以上のような評判分析結果ＡＮＳが得られると、サ
ーバＳＥＲは、例えば、以下のようなレーダーチャート等によって軸及び評判の解析結果
をユーザに表示できる。
【０１８５】
　図１９は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が表示するレーダーチャートの一例
を示す図である。まず、図示するように、図１８に示す例では、生成結果ＡＸＩに基づい
て、サーバＳＥＲは、「軸１」乃至「軸３」となる軸ＡＸ１、軸ＡＸ２及び軸ＡＸ３をレ
ーダーチャート上に表示する。さらに、サーバＳＥＲは、「総合評価」軸となる軸ＡＸＴ
をレーダーチャート上に表示する。
【０１８６】
　次に、サーバＳＥＲは、評判分析結果ＡＮＳに基づいて、軸ＡＸ１上に「軸１」の評価
値をプロットする（ステップＳ０７１２）。同様に、サーバＳＥＲは、評判分析結果ＡＮ
Ｓに基づいて、軸ＡＸ２上に「軸２」の評価値をプロットする（ステップＳ０７１２）。
さらに、サーバＳＥＲは、評判分析結果ＡＮＳに基づいて、軸ＡＸ３上に「軸３」の評価
値をプロットする（ステップＳ０７１２）。さらにまた、サーバＳＥＲは、評判分析結果
ＡＮＳに基づいて、軸ＡＸＴ上に「総合評価」軸の評価値をプロットする（ステップＳ０
７１２）。
【０１８７】
　以上のようなレーダーチャートが表示されると、ユーザは、サーバＳＥＲが生成した軸
を見ることができる。また、評価値に基づいて、商品等の様々な特性が評価された結果が
各軸上に表示されるため、ユーザは、商品等が有する機能等が評判の良い機能であるか等
を把握することができる。
【０１８８】
　＜実行結果例＞
　以下、全体処理を実行した評価実験結果の例を示す。
【０１８９】
　なお、評価実験は、以下のようなレビューを対象とした。
【０１９０】
　図２０は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理の対象としたレビューの
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条件を示す表である。図示するような条件下において、投稿されたレビューのレビューデ
ータを全体処理の対象として評価した結果を以下に説明する。まず、この例では、商品及
びそれぞれのレビュー数は、以下のようであった。
【０１９１】
　図２１は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理の対象とした商品及びそ
れぞれのレビュー数を示す表である。図示するように、以下に示す評価実験結果は、「掃
除機」、「スーツ」及び「和菓子」の３カテゴリの商品についてのレビューがあった例で
ある。
【０１９２】
　また、評価実験結果は、以下のような設定によって行われた結果である。
【０１９３】
　図２２は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理に用いた設定値を示す表
である。図示するような設定値が、全体処理が行われる前に、あらかじめ情報処理装置に
されて全体処理が実行された結果が以下の通りである。
【０１９４】
　まず、辞書データは、ステップＳ０３によって、以下のように生成された。
【０１９５】
　図２３は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において生成した辞書デ
ータを示す表である。図示するような数の肯定語及び否定語が、レビューデータより抽出
された。具体的には、以下のような評価表現が抽出された。
【０１９６】
　図２４は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「掃除機」のレ
ビューデータから抽出した評価表現を示す表である。
【０１９７】
　図２５は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「スーツ」のレ
ビューデータから抽出した評価表現を示す表である。
【０１９８】
　図２６は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「和菓子」のレ
ビューデータから抽出した評価表現を示す表である。
【０１９９】
　また、特徴語は、以下のように分布した。
【０２００】
　図２７は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置による全体処理において出現した特
徴語の分布を示す図である。
【０２０１】
　そして、特徴語は、以下のように抽出された。
【０２０２】
　図２８は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において抽出した特徴語
を示す表である。
【０２０３】
　続いて、軸は、以下のような評価軸が生成された。
【０２０４】
　図２９は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「掃除機」のレ
ビューデータから生成した軸を示す表である。なお、表における「除去フラグ」は、軸を
削除する処理を行った結果である。すなわち、この評価実験では、図３に示すステップＳ
０６において、軸を生成する処理の後、重要度が低い軸を削除する処理を行っている。そ
して、削除対象になるほど、重要度が低いと判断されると、「除去フラグ」には、「Ｔ」
が入力される。一方で、削除対象としない場合には、「除去フラグ」には、「Ｆ」が入力
される。以下、同様に記載する。
【０２０５】
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　図３０は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「スーツ」のレ
ビューデータから生成した軸を示す表である。
【０２０６】
　図３１は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「和菓子」のレ
ビューデータから生成した軸を示す表である。
【０２０７】
　また、準特徴語は、以下のように抽出及び分配された。
【０２０８】
　図３２は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「掃除機」のレ
ビューデータから抽出及び分配した準特徴語を示す表である。
【０２０９】
　図３３は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「スーツ」のレ
ビューデータから抽出及び分配した準特徴語を示す表である。
【０２１０】
　図３４は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「和菓子」のレ
ビューデータから抽出及び分配した準特徴語を示す表である。
【０２１１】
　また、代表評価表現は、以下のように決定された。
【０２１２】
　図３５は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「掃除機」のレ
ビューデータから生成した軸及び代表評価表現を示す表である。
【０２１３】
　図３６は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「スーツ」のレ
ビューデータから生成した軸及び代表評価表現を示す表である。
【０２１４】
　図３７は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「和菓子」のレ
ビューデータから生成した軸及び代表評価表現を示す表である。
【０２１５】
　以上のような結果から、以下のようなレーダーチャートが生成された。
【０２１６】
　図３８は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「掃除機」のレ
ビューデータから生成したレーダーチャートを示す図である。「掃除機」については、全
体処理において、図３５に示すように、「評価軸１」乃至「評価軸８」の８つの軸が生成
された。したがって、図３８に示すレーダーチャートでは、「モーター音」、「使い勝手
」、「吸引力」、「形」、「価格」、「ヘッド」、「ごみ捨て」及び「使い心地」の８つ
の軸が生成され、各軸上に、それぞれの評判分析結果が表示された。なお、このレーダー
チャートでは、総合評価の結果は、「４．０７」及び「１．６４」のように数値で示して
いる。
【０２１７】
　図３９は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「スーツ」のレ
ビューデータから生成したレーダーチャートを示す図である。「スーツ」については、全
体処理において、図３６に示すように、「評価軸１」乃至「評価軸７」の７つの軸が生成
された。したがって、図３９に示すレーダーチャートでは、「生地」、「質感」、「お値
段」、「サイズ展開」、「シルエット」、「質」及び「丈」の７つの軸が生成され、各軸
上に、それぞれの評判分析結果が表示された。なお、このレーダーチャートでは、総合評
価の結果は、「４．０９」及び「２．６４」のように数値で示している。
【０２１８】
　図４０は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置が全体処理において「和菓子」のレ
ビューデータから生成したレーダーチャートを示す図である。「和菓子」については、全
体処理において、図３７に示すように、「評価軸１」乃至「評価軸７」の７つの軸が生成
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された。したがって、図４０に示すレーダーチャートでは、「餡」、「縁起」、「甘さ」
、「見た目」、「お値段」、「いちご」及び「生地」の７つの軸が生成され、各軸上に、
それぞれの評判分析結果が表示された。なお、このレーダーチャートでは、総合評価の結
果は、「３．８０」及び「３．２９」のように数値で示している。
【０２１９】
　図３８乃至図４０では、各カテゴリにおいて、２つの商品について、評判分析を行って
いる。また、評価値は、「１」乃至「５」の範囲となるように正規化した値である。そし
て、評価値は、値が大きいと、肯定的である。
【０２２０】
　具体的には、図３８に示すように、「掃除機」のカテゴリでは、「Ｐｒｏｄｕｃｔ１」
の商品が、「Ｐｒｏｄｕｃｔ２」の商品より、「使い心地」、「モーター音」及び「ヘッ
ド」といった特性で評判が良いことがわかる。
【０２２１】
　以上のように、情報処理装置は、商品等の評判を示す軸を生成できる。
【０２２２】
　＜機能構成例＞
　図４１は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置の機能構成例を示す機能ブロック図
である。図示するように、サーバＳＥＲは、入力部Ｆ０１と、評価表現抽出部Ｆ０２と、
特徴語抽出部Ｆ０３と、クラスタリング部Ｆ０４と、評判分析部Ｆ０５とを含む機能構成
である。また、図示するように、サーバＳＥＲは、図示するように、評判分析部Ｆ０５を
更に含む機能構成であるのが望ましい。以下、図示する機能構成を例に説明する。
【０２２３】
　入力部Ｆ０１は、商品等に対する複数のレビューデータＤＲＥを入力する入力手順を行
う。例えば、入力部Ｆ０１は、入力装置Ｈ０３（図２参照）又はネットワークインタフェ
ースＨ０５（図２参照）等によって実現される。
【０２２４】
　評価表現抽出部Ｆ０２は、複数のレビューデータＤＲＥに含まれ、商品等に対する意見
、評判、感想又は評価を示す評価表現を抽出する評価表現抽出手順を行う。例えば、評価
表現抽出部Ｆ０２は、ＣＰＵＨ０１（図２参照）等によって実現される。
【０２２５】
　特徴語抽出部Ｆ０３は、評価表現に基づいて、複数のレビューデータＤＲＥに含まれ、
商品等の特徴を示す特徴語を抽出する特徴語抽出手順を行う。例えば、特徴語抽出部Ｆ０
３は、ＣＰＵＨ０１（図２参照）等によって実現される。
【０２２６】
　クラスタリング部Ｆ０４は、特徴語抽出部Ｆ０３が抽出する特徴語をクラスタに分け、
クラスタごとに軸を生成するクラスタリング手順を行う。例えば、クラスタリング部Ｆ０
４は、ＣＰＵＨ０１（図２参照）等によって実現される。
【０２２７】
　評判分析部Ｆ０５は、複数のレビューデータＤＲＥから、クラスタリング部Ｆ０４が生
成する軸ごとに、商品等の特性についての評判を示す評判値を計算する評判分析手順を行
う。例えば、評判分析部Ｆ０５は、ＣＰＵＨ０１（図２参照）等によって実現される。
【０２２８】
　まず、サーバＳＥＲは、入力部Ｆ０１によって、複数のレビューを示す複数のレビュー
データＤＲＥを入力する。次に、サーバＳＥＲは、評価表現抽出部Ｆ０２によって、例え
ば、ステップＳ０３のように、評価表現を抽出し、辞書データＤＤＩを更新して、辞書デ
ータＤＤＩを構築する。なお、サーバＳＥＲは、評価表現を例えば、ステップＳ０３０６
のようにフィルタリングするのが望ましい。このようにすると、サーバＳＥＲは、複数の
レビューデータＤＲＥから、商品等に対する評価等を示す言葉である評価表現を抽出でき
る。
【０２２９】
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　次に、サーバＳＥＲは、特徴語抽出部Ｆ０３によって、複数のレビューデータＤＲＥか
ら、例えば、ステップＳ０４のように、特徴語を抽出し、特徴語データＤＳＰに記憶する
。なお、サーバＳＥＲは、特徴語をステップＳ０５のようにフィルタリングするのが望ま
しい。さらに、サーバＳＥＲは、ステップＳ０６０４のように、準特徴語を分配するのが
望ましい。このようにすると、サーバＳＥＲは、複数のレビューデータＤＲＥから、商品
等の特性を示す言葉である特徴語を抽出できる。
【０２３０】
　続いて、サーバＳＥＲは、クラスタリング部Ｆ０４によって、ステップＳ０６０３のよ
うに、複数の特徴語をクラスタに分ける。このようにすると、サーバＳＥＲは、複数のレ
ビューデータＤＲＥに含まれる特徴語を例えば、図３５乃至図３７のようにクラスタリン
グできる。このようにすると、サーバＳＥＲは、クラスタごとに、軸を生成できる。以上
のような構成であると、あらかじめ管理者等が軸を設定するのではなく、情報処理装置が
商品等の評判を示す軸を生成できる。
【０２３１】
　そして、評判分析部Ｆ０５によって評判分析が例えば、ステップＳ０７のように行われ
ると、サーバＳＥＲは、例えば、図１９のように、レーダーチャートによって、商品等の
評判をユーザに示すことができる。
【０２３２】
　＜その他の実施形態＞
　情報処理装置は、１台の装置でなく、複数の装置で構成されてもよい。すなわち、本発
明に係る処理は、１台以上の情報処理装置を有する情報処理システムによって実行されて
もよい。そして、情報処理システムは、各処理を並行、分散、冗長、仮想化又はこれらの
組み合わせて実行してもよい。
【０２３３】
　なお、本発明に係る各処理の全部又は一部は、アセンブラ等の低水準言語又はオブジェ
クト指向言語等の高水準言語で記述され、コンピュータに情報処理方法を実行させるため
のプログラムによって実現されてもよい。すなわち、プログラムは、情報処理装置又は１
以上の情報処理装置を含む情報処理システム等のコンピュータに各処理を実行させるため
のコンピュータプログラムである。
【０２３４】
　また、プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録されて頒布するこ
とができる。なお、記録媒体は、磁気テープ、フラッシュメモリ、光ディスク、光磁気デ
ィスク又は磁気ディスク等のメディアである。さらに、プログラムは、電気通信回線を通
じて頒布することができる。
【０２３５】
　以上、本発明の好適な一実施形態を例に説明した。なお、上記の説明では、特定の具体
例を示して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨及び範
囲から逸脱することなく、上記に説明した具体例に、様々な修正及び変更が加えられても
よい。すなわち、具体例の詳細及び添付の図面によって説明した実施形態に、本発明が限
定されるものと解釈してはならない。
【符号の説明】
【０２３６】
ＳＥＲ　サーバ
ＤＲＥ　レビューデータ
ＤＤＩ、ＤＤＩ１、ＤＤＩ２、ＤＤＩ３　辞書データ
ＤＳＰ　特徴語データ
ＣＬＵ　クラスタ
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