
商品A 0.078 0.065 0.012 0.008 ・・・ 0.004

商品B 0.065 0.053 0.001 0.007 ・・・ 0.012

商品C 0.072 0.012 0.048 0.039 ・・・ 0.000

商品D 0.066 0.007 0.055 0.028 ・・・ 0.001

レビュー中の評価項目を用いた商品の自動分類
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2.研究目的

使用データ ：楽天市場 商品レビューデータ[4]
商品カテゴリ：化粧水・ローション
商品数 ：50 商品
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K-means++法を用いてクラスタ分類(k=5)を行った．
各クラスタでの出現頻度が多い評価項目の上位15単語. (表1)

・本研究ではベクトルの素性として，
評価項目の出現割合を用いたため，
全てのクラスタで共通する評価項目が上位に現れた
抽出された単語に重みづけを行うことでより
特徴的な語が上位に現れると考えられる．

・抽出された評価項目と，実際に商品の特徴を
表す指標を用いて出力結果と比較し提案手法の
評価を行う．

・「香り」や「匂い」，「リピ」と「リピート」
のような同等と考えられる評価項目を統合すること
でクラスタの特徴的な評価項目が判別しやすくな
ると考える．

表1:各クラスタの特徴語上位15単語

1.特定の商品カテゴリについて
各商品に書き込まれた
レビューを群として入力する

2.抽出パタンにより評価項目を抽出

3.評価項目と出現頻度の辞書作成，
TF値の商品ベクトルを作成

4.クラスタリング手法を用いて
評価項目に着目した商品分類を行う

5.商品のクラスタ結果と
各クラスタの特徴語を分析する 図1:本手法のフローチャート
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4.結果

・レビュー中の評価項目を用いた商品のクラスタ分析
・末端商品カテゴリで重要とされてる評価項目の判定

・ECサイトには商品・サービスが多くある
↳ 膨大なレビューがあり読むのは時間がかかる
↳ ユーザが商品を選別するのが困難である

・カメラアプリの比較のためのアプリ分類[1]

↳アプリの機能や特徴を提示した比較の補助を目的

・レビュー構造の俯瞰のための評価項目抽出[2]
評価項目の出現頻度 ＋ レビュー中の構文特徴
↳対象商品の評価項目の抽出

例) 「デザインがかっこいい。」→「デザイン」
「使用感が良いです。」 →「使用感」

アプリ説明文

レビュー

→  名詞の抽出 →アプリのクラスタリング

→ 特徴語の抽出→アプリ評価の可視化 2. 評価項目の抽出

3. 商品ベクトル
の作成

（正規化）

4. クラスタ分類

1.
抽出パタン 評価表現辞書[3]を用いた評価項目抽出

肌にたっぷりつけても
サラッとしていて

香りもとても良いです！ サラッとしていて/香りも/とても/良いです

評価表現を含む文節の係り元文節の内の名詞を評価項目とする

評価項目 出現頻度

肌 780

香り 650

・・・ ・・・

・「肌」「購入」「化粧水」などの
すべてのクラスタで上位に出現している
評価項目がある

・「イオン導入」「スプレー」「ミスト」
のような特定のクラスタで出現頻度の
高い評価項目がある

評価項目 肌 香り 敏感 乾燥 ・・・ 柑橘

商品A 0.078 0.065 0.012 0.008 ・・・ 0.004

商品B 0.065 0.053 0.001 0.007 ・・・ 0.012

商品C 0.072 0.012 0.048 0.039 ・・・ 0.000

商品D 0.066 0.007 0.055 0.028 ・・・ 0.001
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レビュー数 ：41,087 レビュー
次元数 ：238次元

・代名詞、非自立名詞などの品詞や
出現割合の低い評価項目を除外

商品数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

クラスタ0 37 肌 購入 化粧水 使用 感じ 乾燥 商品 保 効果 リピート 気 香り 今 リピ 毛穴

クラスタ1 5 肌 購入 効果 化粧水 使用 毛穴 感じ シミ イオン導入 商品 気 ニキビ 期待 リピ リピート

クラスタ2 1 香り 購入 肌 風呂上がり スプレー リピート ミスト 使用 乾燥 感じ 化粧水 リピ 半額 匂い 保

クラスタ3 3 肌 化粧水 香り 購入 使用 感じ 今 気 商品 匂い 乾燥 安心 月桃 グリセリン 好き

クラスタ4 4 購入 肌 化粧水 使用 商品 気 値段 感じ 匂い 満足 保 乾燥 効果 今 使用感


