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化粧品レビューデータを用いた
レビュー推薦システムの開発への取り組み
安部 小百合 ,a)

小林 一郎 ,b)

概要：近年，CGM の発達により一般ユーザの意見が活発に発信されるようになった．商品選択の際，レ
ビューを読むことは有用である．本研究ではユーザは自分に似ているユーザのレビューを参考にすると仮
定し，化粧品レビューサイトに掲載されている年齢，肌質，レビューテキスト等のデータを用いてレビュー
同士の類似度分析を行った．それをもとにして，各ユーザが閲覧したいと思われるレビューを効果的に推
薦するシステムの開発に取り組んだ．

1. はじめに

る．このことから，目的に応じて推薦における特徴量の重
みが変化する手法が望まれる．本稿ではユーザは自分の属

近年，インターネットにおける CGM(Consumer Gener-

性に近いユーザの動向を参考にするという仮定の下，推薦

ated Media) においてユーザの意見が多数発信されるよう

手法の提案を行う．これらを踏まえて，本研究では化粧品

になった．その一つにレビュー文がある．レビュー文には

レビューを推薦することを例題として取り上げ，レビュー

多くの評判情報が含まれている．中にはその商品のみの評

同士の関係性を提示し，ユーザの興味のある情報を提供す

判情報だけでなく，他の商品との比較や同時使用に関する

る推薦システムの構築を目指す．

情報が書かれている場合も多くあり，商品を選択し購入す
る大きな動機づけになっている．しかし，これらの文書量

2. 化粧品レビューの推薦

は膨大であり，全てに目を通して判断することは時間や労

化粧品レビューの推薦において，要求される課題として

力の面から不可能である．そのため，情報収集を効率的に

以下のものがあると仮定し，以下のつを同時に満たす手法

自動化をする解決法が求められている．この問題へのアプ

を検討する．

ローチとして，レビュー文の分類や情報抽出，要約の手法

• 適切な情報抽出を行うこと

等が活発に研究されている．

• ユーザにわかりやすい提示をすること

本研究ではユーザに適したレビューを提示をすることを

本稿においてはユーザがレビューを探す際の目的として

目的とした．膨大な数のレビューからそのユーザに適切と

以下を挙げる．

思われるレビューを抽出するためには，自分とユーザとの

( 1 ) ある化粧品について情報収集をする

属性の近さの分析を行う．分析にはレビューに含まれる，

( 2 ) 新しい化粧品を探す

商品名，ブランド名，肌質，購入場所のようなカテゴリカル

( 3 ) 使用している化粧品に合う化粧品を探す

データ，おすすめ度，年齢のような数値データ，また文章で

( 4 ) 化粧品の使い方を調べる

構成されたレビューテキストが用いられる．また，ユーザ

( 5 ) レビューを書く際の参考にする

がレビューを探す際の目的は多岐に渡る．ある購入を検討
する化粧品について深く情報収集をすること，今まで知ら
なかった新しい化粧品を探すこと等様々な目的が挙げられ
る．そのため，ユーザがレビューを探す際の複数の状況に
応じて推薦されるレビューは変更されるべきだと考えられ

このような様々な目的を満たす推薦システムの構築を目
指す．

3. 使用データ
3.1 @cosme について
今回使用したデータは，@cosme(アットコスメ)[5] のレ
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ビュー文である．アットコスメは日本最大級の化粧品レ
ビューサイトである．各レビューは商品ごとに書かれてお
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り，商品にはそれぞれブランドとメーカーがある．商品一
覧画面の一例を図 1，レビュー画面の一例を図 2 に示す．

3.2 データ項目
含まれている商品データ項目の一覧を表 1 に示す．ま

商品一覧画面では，ブランド名や評価，口コミ件数が書か

た，各レビューデータ項目の一覧を表 2 に示す．データの

れていることがわかる．

一例を表 3 に示す．各ブランドの商品は一つとは限らず，
様々なアイテムの商品を複数持つことが多い．それらは商
品 ID・商品名で分類される．ブランド・商品・レビューの
関係を図 3 に示す．
表 1 商品のデータ項目
説明

項目名

順位 (i〜iii) , アイテ

洗顔料，マスカラのようなカテゴリ名．

ム中カテゴリ名 (i〜

及びその商品のカテゴリ内順位．複数カ
テゴリに分類される場合は (ii)，(iii) に

iii)

表記．
商品名

商品固有の名前．長い場合が多い

ブランド名

商品が属するブランド名

メーカー名

製造しているメーカーの名称

平均おすすめ度

ユーザの評価したおすすめ度の平均

ポイント

口コミ件数とおすすめ度の偏差を掛けた
もの

図 1 @cosme の商品画面

クチコミ件数

その商品にかかれた口コミ件数の総計

注目人数

「注目している」としたユーザの人数

商品画像有無

商品画像が添付されているか否か

項目名

表 2 各レビューのデータ項目
説明

クチコミ本文

自由記述によるレビュー文書

おすすめ度

ユーザが付与した評価．7 段階

クチコミ投稿日時

投稿された年月と時間

クチコミ投稿時の年齢

投稿したユーザの年齢

クチコミ投稿時の肌質

ユーザの肌質，普通肌，敏感肌，混合

クチコミ投稿者のクチコ

投稿したユーザが@cosme 全体で投

ミ件数

稿したレビューの数

肌等の選択式．

図 2

@cosme のレビュー画面

購入場所

ユーザが対象の商品を購入した場所．
通販，化粧品専門店等の選択式．

タグ (最大 5 件)

ユーザが任意で付与したタグ

クチコミ感謝件数

レビューを読んだ他ユーザが役に立っ
たと思った場合投票する．

クチコミ投稿画像の有無

レビューに画像が添付されているか
否か

3.3 データの分析
カテゴリ名が洗顔料の 8,790 件のレビューについて，主
なデータのグラフを図 4 に示す．年齢は最小値が 7 で最
大値が 63，平均値が 28.371 である．ブランドの数は最小
が 63 件，最大 2038 件であり，ブランドにより大きく偏り
図 3 ブランド・商品・レビューの関係

があることがわかる．クチコミ件数は多くのユーザが 1 件
のみだが，2,000 件以上を投稿しているヘビーユーザーも
いることがわかる．購入場所については最小が訪問販売の
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表 3
項目名

データ

順位 (i)

7

アイテム中カテゴリ ID(i)

900

アイテム中カテゴリ名 (i)

洗顔料

レビューの例,null はデータ無し

順位 (ii,iii)
アイテム中カテゴリ ID(ii,iii)

null

アイテム中カテゴリ名 (ii,iii)
商品名

YH フェイシャルソープ

ブランド名

YH 化粧品

メーカー名

やまひら

平均おすすめ度

5.090476

ポイント

140.8

クチコミ件数

210

注目人数

214

項目名

説明

商品画像有無

1

おすすめ度

5

クチコミ投稿日時

2010/10/15 13:11

クチコミ投稿時の年齢

39

クチコミ投稿時の肌質

乾燥肌

クチコミ投稿者のクチコ

71

ミ件数
購入場所

バラエティショップ

タグ (最大 5 件)

低刺激, 保湿, 潤い, ソープ, YH ソー
プ

クチコミ感謝件数

1

クチコミ投稿画像の有無

0

口コミ本文
手で丁寧に泡立てると，とてもクリーミーな泡が出来て，洗い上がりは，さっぱりだけど，突っ張ったりせず保湿力のある石鹸です．優しい洗い
上がりなのに，メイク汚れも 2 度洗いでスッキリと落としてくれる洗浄力にもびっくりしました．さらに，すごいのは洗髪にまで使えるところ．

(中略) 丁寧に熟成させた石鹸なので，お風呂場に置きっぱなしにしていてもとろっと崩れてしまうこともなく，最後まで変わらない泡立ちで使
い切ることができました．ついついお風呂場に置きっぱなしにしてしまう私には，溶けたり割れたりしない点も気に入ってます．

25 件，最大が通販化粧品・コスメであり，これはインター

とに 0,1 の値を当てはめ，当てはまる項目に 1，そうでない

ネット環境でのレビュー収集であるという特性によるもの

項目に 0 を設定する．一例として項目名クチコミ投稿時の

である可能性が高い．肌質は最小がアトピーの 204 件であ

肌質において混合肌であったケースについて表 4 に示す．

るのに対し最大が混合肌の 3,386 件であり，こちらも大き
く偏りがあることがわかる．

4. レビュー推薦

敏感肌

0

表 4 肌質のダミー変数の例
混合肌
乾燥肌
普通肌
脂性肌

1

0

0

アトピー

0

0

ユーザがレビューを探す際に自分に似たユーザのレビュー
を探すという仮定に基づきユーザ同士の類似度の算出を行
う．レビューにおけるユーザに関する素性として，肌質，

また，値の範囲が 7〜63 と広い範囲となる項目である年
齢をこれらのデータと同時に使用するために以下の式で正

年齢，購入場所，ブランド名を使用する．また，レビュー

規化をした．z を標準化後の年齢，x を年齢，µ を年齢の平

文書のテキスト情報には多くの推薦に有益な情報があり，

均，σ を標準偏差とする．

ユーザのステータスや購入したブランド，ユーザが数値指
定したおすすめ度以外にも多数の評判情報や商品情報が得

z=

られる可能性がある．よってレビュー文からの情報抽出で
得られる情報も素性として加える．
はじめに，その後レビュー文書の分析を行った結果を加
えた言語情報を用いる．
本研究でのレビュー同士の関連性算出におけるベースラ

x−µ
σ

4.2 類似度の算出
類似度を求める手法としてコサイン類似度を使用した．
コサイン類似度は，類似度を求める文書を x1 ,x2 としたと
き以下の式で求められる．

インとして，ブランド名・肌質・購入場所・年齢のコサイ
ン類似度で算出したものを設定する．

cos(x1 , x2 ) =
4.1 ユーザ属性の数量化と標準化
ユーザの類似度を算出する際に使用する項目の内，ブラ

x1 · x2
|x1 ||x2 |

4.3 レビュー類似度の可視化

ンド名・肌質・購入場所を用いるが，それらは表 3 の例に

ユーザの類似度を通じてレビュー同士の関係性を可視化

示すように数量データではなく，今回の目的である類似度

して示す．可視化は jQuery をベースとしたオープンソー

の算出に直接使用することができない．

スの Javascript ライブラリである arbor.js を [6] 使用した．

よって，数量化を行う必要性がある．これらの質的デー
タをダミー変数へと変換を行う．それぞれの項目の属性ご
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arbor.js はノードグラフの描画を容易にし，インタラクティ
ブなグラフ描画を効率的にすることができる．
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5.2.1 ブランド名辞書
ブランド名を抽出するためにブランド名を登録した辞
書を構築する．項目ブランド名を用い，多くのブランド名
には表記の揺れが存在し，Feldman ら [1][2] は車や靴のブ
ランド名の表記揺れについて数字の表記の違い (5 と V な
ど) や単語の省略をそれぞれのブランドにおいて一致させ
る正規表現でパターンを作成して対応している．化粧品ブ
ランドにおいても略語や表記揺れが多くみられる．例え
ば， デジャヴュ というブランド名を デジャブ，デジャヴ
年齢

肌質

といった英単語をカタカナに直した際の日本語特有の表記
揺れもある．また，テ゛シ゛ャウ゛ュ のように濁点や半濁
点を別の文字で表記しているケースや，マリ・クレール →
マリクレール のように中点を省略するケースも見られる．
また中点もビュレットやドットが書かれているケースもあ
る．他にも，ー（ハイフン）−（ダッシュ）−（マイナス）
といった線が横に伸びている記号は半角全角の別のほか，
見た目が同じでもコンピュータでの検索では合致しない．
よってこれらを正規化するため以下のパターンを作成した．


文書の正規化パターン
購入場所

ブランド名



• カタカナ・ひらがな＋濁点，半濁点が２文字の場
合は一文字に統一
例：カ゛ → ガ

か゛ → が

ハ゜ → パ

• ヴュ，ヴ，ブはブに統一
• カタカナ・英字間の中点やビュレットは削除
例：マリ・クレール → マリクレール

• ひらがなおよびカタカナ間のスペースは削除
例：マリ
図 4

投稿者の投稿数
主なデータの概要図

可視化は各レビューをノードとし，類似度を持つノード
同士に無向エッジを追加した．

5. 実験
5.1 属性に基づくユーザの類似度
アットコスメのデータ中カテゴリ名洗顔料，2010 年 2 月

1 日から 2011 年 1 月 31 日までの 8790 件を用いた．
その中からランダムに 20 件のレビューを抽出し，グラ
フの構築を行った．
グラフを構築した結果を図 5 に示す．

クレール → マリクレール

• ハイフン，マイナス，ダッシュ類は全角長音符に
統一

• 英字は小文字に統一




この有効性の確認のため，レビューにおける他のブランド
名の出現数を実験を行った．本稿では同アイテム間での検
索とした．これらの処理の結果，検索において一致するブ
ランド名が微小であるが増加した．アイテム別の一致数を
表 5 に示す．
ブランド名の数はアイテムごとに重複するものも含むた
めブランド名の合計は各カテゴリの合計とは一致しない．
また，他のブランドの出現数はひとつのレビューに複数の
他ブランドが含まれる場合もある．
ブランド名には表記ゆれだけでなく略語や別称

5.2 レビュー文書の情報付加
次に，推薦に有益となる多くの情報が含まれると思われ

も あ る ．（ 例：マジョリカマジョルカ → マジョマジョ，
ヘレナ

ルビンスタイン → ヘレナ）今回のパターンでの

るレビュー文書における情報獲得を目指し，ユーザ属性に

正規化のみでは対応できているとは言いがたい．正規化パ

加えることで類似度の計算をする．

ターンの拡張だけでなく略語パターンや人手の構築による

文書内におけるブランド名の参照性を使用するために，

辞書拡張は今後の大きな課題となる．

ブランド名辞書を用いてレビュー文書中に他のブランド名
が出現するか否かを調べた．
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図 5

アイテム名

表 5 各レビューのデータ項目
ブランド
正規化前
正規化後

類似度の可視化結果

5.3.1 考察
増加率 (%)

(レビュー数)
マ ス カ ラ

5.4 考察
類似しているとされたクチコミ本文を示す．図 5 中の 4

16

8418

8595

1.80%

15

3436

3451

0.31%

が引かれており，4 番はどちらとも離れている場所にある．

17

8129

8338

2.51%

ラッシュにハマっている時に使用してました． 甘い

料

18

1852

1866

0.55%

口 紅・グ ロ

12

229

234

2.22%

(11019)
乳液・美容液
など (11309)
クレンジング

(9288)
洗

顔

が，近くにショップが無いのと，減りが早くてコスト
パフォーマンスがいまいちなので使わなくなってしま



8番

ラ イ ナ ー

(9947)
水

20

3614

3618

0.03%

アイシャドウ

16

2892

2995

3.65%

92

28570

29097

1.84%

(8390)
(10691)
合計 (69434)



いました． 寒い時期には恋しくなる石けんです．

ス・リ ッ プ

粧


4番
香りで，肌も乾燥しなかったので気に入ってました

(8790)

化

番，8 番，15 番ノードを例に挙げる．8 番と 15 番はエッジ




自分で泡だてネットを使って泡を作るよりも 最初か
ら泡がでてくるので，かなりもっちりした緊密な泡が
出てきます．洗い上がりはしっとりと潤う感じです．
メイクをしているときは ２回ピュアミルキーフォー
ムを使って洗顔すると落ちます．アイメイクはあらか
じめ落としてから使ったほうがいいです．(以下略)

5.3 文書データ中の情報を追加



15 番

ベースラインとしたデータに他のブランド名が出現する

泡が細かく，充実した洗顔ができると思います． 洗

か否かのデータを付与する．文書中に他のブランドが出現

顔後の肌のつっぱりもなく，私のアトヒ゜ー肌でも使

しているということは，ブランドの比較等を考えている

えてます． いっぱい泡を作って使うせいか，へりが

ユーザであるとみなすことができ，それらのレビューに類
似性があると考えられる．他のブランド名が出現する場合
はダミー変数の該当のブランド名に 1 を加算することで重
みをつける．
重みをつけた後，構築しなおしたグラフを図 6 に示す．

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan




早いのが難点です． でもすごくいい．





これらを比較したところ，類似している内容であること
がわかる．また，8 番のレビュー文は使い方に着目した文
と商品の評価文の両方を書いており，4 番と 15 番は商品の
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図 6 ブランド名情報も加味したグラフ

評価のみを書いているとわかった．また，3.3 節で示した

して重みの加算を行った．レビューにおけるブランド名の

ようにデータ数に偏りがあり，多い年齢層，数の多いブラ

表記は表記の揺れが大きいため，正規化のパターン作成に

ンド等のデータ同士のみエッジが張られ，数の少ないデー

も取り組んだ．

タについてはノードが孤立してしまうケースも見られた．
この点は今後の課題といえる．
ブランド名情報を加味したグラフに変化は特にみられな

レビューの提示にユーザから求められる要素は多岐にわ
たり，関係性の算出だけでなく提示の手法にも多くの課題
が残る．

かった．他のブランド名の出現情報が付加されたデータを

今後の課題として，様々な視点を考慮したレビューの提

検証したところ，ランダムに抽出された 20 件のデータ中

示を行うことができることがある．レビュー文書におい

この検索でブランド名辞書に該当する他のブランド名が出

て現在はブランド名の出現情報のみ使用しているが，レ

現しているレビューは 1 件のみであった．カテゴリ名洗顔

ビュー文書は他にも膨大な情報を持っていると思われる

料において全体の中でのブランド名辞書中の他のブランド

ため，化粧品レビューにおける言語処理手法についても今

名の出現は 21%であり，20 件という少ないデータ中では

後の課題としたい．また，被験者実験等で定量的に評価を

出現しなかったと思われる．人手で抽出されたレビュー本

行っていきたいと考えている．

文を見たところ他のブランド名は 3 件出現していたが，ブ
ランド名辞書にないブランドであった．
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より大きなデータでの実験が必要で，これ以外にも関係
性を拡張する手法を検討することは考察の余地がある．
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