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宿泊者レビューに対するホテルの返信から何が見えるか？
中山 祐輝1,a)

藤井 敦2

概要：評判分析の基盤技術として，宿泊者レビューの評価が肯定的か否定的かを自動分類する研究がある．
しかし，否定的な意見に対する提供者側の返信次第では，評価対象に対する読者の印象が良い方向に転化
する場合があり，双方向から対象の良し悪しを判断する必要がある．従来では，このことが考慮されてお
らず，対象の過小評価を引き起こしてしまう可能性がある．本論文ではこのような返信を excuse と呼び，
評判分析の高精度化のための第一歩として，excuse を含む返信文書か否かを分類する手法を提案する．提
案手法は教師なし機械学習に基づくランキング手法であり，実験によってその有効性を示す．

What can be seen from hotels’ responses for customer reviews?
Yuki Nakayama1,a)

1. はじめに

Atsushi Fujii2

それに対し，本研究では分析対象を独話ではなく対話と
する．つまり，宿泊者のレビューに対する返信を考慮する

ウェブ上には，ニュース記事に対するコメントや，カス

ことで何が見えるかを探求する．楽天トラベル *1 やじゃら

タマーレビューなどの意見テキストが膨大に蓄積されてい

ん net*2 の宿泊予約サイトでは，カスタマーレビューに対

る．そのような意見テキストを有効利用し，意思決定支援

してホテル側が返信を行う．本論文では，ホテル側が返信

や商品の改善を容易にするために，評判分析の研究が盛ん

したテキストを返信文書と呼ぶ．例えば，上記の例文 (1)

である．評判分析の基盤技術として，ある評価対象に対す

と例文 (2) については，それぞれ以下のような (1)′ と (2)′

る意見の評価が肯定的か否定的かを自動分類する研究があ

が返信文書として考えられる．

る [1], [2], [5]．例えば，以下の例文 (1) と例文 (2) の意見
文はそれぞれ，肯定的な評価をもつ意見と否定的な評価を

(1)′ お客様にはご満足いただけまして従業員の励みになり
ます。◯◯ *3 ホテルのまたのご来館を従業員一同心

もつ意見に自動分類される．

(1) 大浴場が非常に快適でした。

よりお待ちしております。

(2)′ 時刻表についてお客様にご不便をお掛けいたしまし

(2) ロビーに列車の時刻表がなくて残念。

て，誠に申し訳ございませんでした．今後のサービス
向上のために検討させていただきたいと思います．

肯定的もしくは否定的な評価が自動的に与えられると，あ
る対象の良し悪しを概観することが容易となる．例えば，

(1)′ は，肯定的な意見に対して儀礼的な挨拶を主眼とする

宿泊先を探す人は，複数のホテルについての評価を比較し，

返信文書である．(2) は，否定的な意見に対して具体的な

肯定的な評価を多く持つホテルを選択するであろう．既存

対応を明示せず，謝罪と決意を主眼とする消極的な返信文

の評判分析における分析対象は独話であり，宿泊を検討し

書である．我々の事前調査により，返信文書の多くは，(1)′

ている読者はレビュー投稿者の視点のみから評価の妥当性

もしくは (2)′ のような文書であった．これらの返信は意

を判断する．
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返信文書には，ホテル名やスタッフの名前が含まれる場合があ
り，本論文の例文ではプライバシーの観点から，それらを「○○」
という表記でマスクする
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見に同意しており，読者は依然として評価対象について悪

く手法のため学習データを用意する必要がない．よって，

い印象を持つだろう．しかし，(2) に対する返信が以下の

方法論が大きく異なる．

′′

(2) のようだった場合はどうか？
′′

(2) 時刻表ですが、一階ロビーのインフォメーションに掲
示してございます。

3. 提案手法
3.1 概要
提案手法は，レビュー・返信文書対が与えられたとき，

(2)′′ は，否定的な意見に対して「時刻表はある」と投稿者

その返信文書中に excuse が含まれるか否かを出力する．提

の誤解を解こうとしている．つまり，ホテル側の言い分も

案手法の概要を図 1 に示す．提案手法は二つの仮説に基

読むことで，評価対象に対する読者の印象が良い方向に変

づく．

わる．よって，レビューという一方向ではなく，双方向か

( 1 ) ある評価対象の返信文書に対して階層クラスタリング

ら対象の良し悪しを吟味する機会を与える必要がある．従

を適用した時，儀礼的挨拶または消極的な対応を主眼

来はこのことを考慮しておらず，対象の過小評価を引き起

とする返信文書が同じクラスタに凝集され，多数派ク

こす危険性がある．本論文では，否定的な意見において，

ラスタを形成する

読者の評価対象に対する印象が良い方向に変わる返信を

1 節で，返信文書の多くは儀礼的挨拶もしくは消極的

excuse と呼ぶ．

な対応を主眼としている傾向があることを説明した．

本研究は，excuse を持つ否定的な意見を「双方の言い分

そのような文書を何らかの方法によってベクトルで表

を考慮すべき」というアラートなどで可視化することに

現したとき，それらが優先的に結合され，要素数の大

よって評判分析の高精度化を狙う．本論文ではその第一歩

きいクラスタを形成することが予想される．

として，excuse を含む返信文書か否かを分類する手法を

( 2 ) 対して，excuse を含む文書は多数派クラスタから離

提案する．excuse を持つ返信文書として，事前調査により

れた位置に散乱する

表 1 のような 4 種類に定義した．

excuse を含む返信文書は，ある評価属性の否定的意見

2. 関連研究
本研究と同様に，レビューと返信文書両方を扱った研究
がある．大沢ら [8] は，苦情に対して適切かつ効果的な返

に対処するために，その属性に対する言い分を伝える
ため，儀礼的な挨拶や消極的な対応におさまらない．
よって，そのような返信文書は多数派クラスタの距離
が大きくなることが予想される．

信の手掛りを見つけるために，返信文に対して「褒めへの

以上の仮説をふまえ，提案手法はレビュー・返信文書対を

感謝」のような文種類を定義し，苦情に対する返信文書の

ベクトルで表現し，階層クラスタリングを用いて各対象ご

中でどのような意味をもつ文の系列が印象良く見られるか

とに多数派クラスタを構築する．そして，多数派クラスタ

を提示した．角田ら [7] は，大沢らが定義した文種類に基

までの距離を計算する．最後に，距離が大きい順に文書対

づいて返信文を自動分類し，その結果を素性とすることに

をを並び替え，上位 k 件の返信文書を excuse を含む返信

よって，レビュー文と返信文の対応関係を推定する手法を

文書とする．

提案した．具体的には，レビュー文の文種類が「ポジティ
ブ感想」という文には「ほめへの感謝」という意味を持つ

3.2 文書対のベクトル化

返信文に対応しやすいといった対応関係の傾向を用いて推

レビュー・返信文書対における素性ベクトルの設計につ

定を行った．さらに，その応用研究として角田ら [6] は，レ

いて説明する．まず，全対象のレビューと返信文書に対し

ビュー文・返信文の対応関係を対訳文とみなし，統計的機

て MeCab [3] を用いて形態素解析を行い，文書中の全単語

械翻訳の枠組みを用いることで，自動返信文生成を行った．

の系列を取得する．次に，レビューと返信文書両方におけ

本研究は，返信文に対して何らかの意味区分を定義した

る単語の系列を doc2vec [4] の入力として，投稿 d におけ

点では，大沢ら，角田ら [6] と類似している．しかし，彼ら

るレビューの分散表現 pd と返信文書の分散表現 qd を獲得

の目的は良い印象が持たれる文種類の発見や，自動返信文

する．doc2vec とは，任意の長さの文書をベクトル化する

生成であるのに対して，本研究は返信文書の自動分類を目

技術であり，bag-of-words とくらべて単語の意味的な近さ

的としているため，これらの研究とは大きく異なる．

を考慮することができる点で優れている．

また，本研究は返信文を何らかの文種類に基づいて自動
分類する点で角田ら [7] と類似している．しかし，彼らの
文種類の中に excuse に対応する区分はないため，本研究の
目的を達成できない．また，彼らの手法は教師あり学習を
用いているのに対して，本手法は教師なし機械学習に基づ

さらに，両者の情報を考慮するために，両者を組み合わ
せたベクトル rd を考える．

rd = pd ⊕ qd

(1)

ここで ⊕ は，二つのベクトルを連結する演算子である．両
者を組み合わせる理由は，肯定的と否定的どちらの評価に

c 2018 Information Processing Society of Japan
⃝

2

Vol.2018-IFAT-129 No.5
2018/2/16

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report
表 1 本研究で定義した評価対象に対する読者の印象が良い方向に変わる返信
種類

レビュー

誤解の解消

返信文書
′′

例文 (2)

例文 (2)

インターネット使用料は無料にしてほしいです。

ご指摘のインターネットについてですが弊ホテルは現在

対応できない

1 泊ならまだなんとかなりますが、何泊かする場合

安全性を保つため、大規模なシステムを導入しております。

理由の説明

ですと、会社経費で落とすことが難しくなるので。

お客さまへスパムメール及びウイルス対策に充分な力を
入れており、現在の価格とさせて頂いています。

解決策の提示

部屋がエレベータの前で、他のお客様の足音や声などが

音についてですが、廊下や隣のお客様の騒音がご迷惑な場合、

うるさくて閉口しました。また、部屋の乾燥がひどく、

空き部屋がある限りお部屋を変更させて頂くことも可能で

のどを痛め、、見事風邪をひいてしまいました。。
。

ございます。また、フロントでは加湿器のお貸し出しも
行なっておりますのでお気軽にお声掛け下さいませ。

改善の完了

トイレの鍵が壊れているようで１度かけると硬くて

ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんでした。

なかなか開けられずフロントに電話すると来てくれた

トイレのカギにつきましては早速改善しました。

ものの開けれず結局自分たちが開けることに・・・
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（レビュー）ワンデイパスポート付きとハリウッドインベッド
幼児連れに最適でした。
（返信文書）この度はホテル○○をご利用頂きまして誠にあり

!"#$

がとうございました。 ベッドは簡単に移動が出来ますので、添

!"#$

い寝のお子様の転落防止として、壁に寄せる事も容易でござい
ますので、必要の際はご用命下さいませ。



=>?@A5BCD';<EFG

図 2
図 1



に惹かれて予約しました。思ったとおり、ハリウッドツインは
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提案手法の概要


返信文書の情報だけでは excuse が含むかの分類が困難な例





対する返信かを考慮するためである．図 2 は，返信文書を

（レビュー）大浴場も気持ちよく利用できたし、駅からも近い

用いるだけでは分類困難な文書対の例である．レビューを

し、コンビニがあって便利だったし、とにかく文句なしの大満

無視した場合，返信文書が肯定的な意見に対する補足情報

足です。また東京に遊びに行く時はぜひ利用したいです。

についての記述か，それとも否定的な意見に対して解決策

（返信文書）この度はホテル○○をご利用頂きまして誠にあり

を提示しているのか曖昧性が生じる．

がとうございます。 1 階にはコンビニ、大浴場の施設をご用意
しております。是非東京方面へお出かけの際にはご利用心より

次に，レビューと返信文書双方の関係性についてモデル
化を行う．儀礼的挨拶を主眼とする返信文書は，1 節の返
′

信文書 (1) のようにレビュー内の評価属性について触れな

お待ちしております。




図 3

オウム返しの例（太字は重複語）

い，もしくはオウム返しのように，ほとんどがレビューか
ら推論できる記述しか与えない（図 3）傾向にあるため，語
の重複が極端に少ないもしくは多い傾向にある．よって，

3.3 クラスタリングと多数派クラスタまでの距離計算
得られた分散表現を用いて，各対象ごとに階層クラスタ

両者のベクトルにおける差が極端に大きいもしくは小さい

リングを行う．階層クラスタリングにおけるクラスタ間距

と考えられる．一方，excuse を含む返信文書は，レビュー

離を計測する方法として，群平均法を用いる．多数派クラ

で出現する評価属性についての言い分を述べるため，語の

スタは，儀礼的挨拶もしくは消極的な対応を主眼とする返

重複度合いが高い傾向にある．しかし，レビューには書か

信文書の事前分布を考慮し，クラスタの要素が全文書対の

れない追加の情報が付加されることによって，その分オウ

4 割を超えた時点で完成とする．多数派クラスタまでの距

ム返しの返信文書より両者のベクトルにおける差が大き

離は，多数派クラスタに結合される順番とする．

くなることが予想される．そこで，pd = (pd,1 , ..., pd,N ) と

qd = (qd,1 , ..., qd,N ) におけるベクトルの差 sd を以下で計
算し，それを組み込んだ td を考える．

提案手法の有効性を検証するために，楽天トラベルの

sd = (|pd,1 − qd,1 |, ..., |pd,N − qd,N |)

(2)

td = rd ⊕ sd

(3)

提案手法は，pd ，qd ，rd , td のどれかを用いた手法である．
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4. 評価実験
データセットを用いて評価実験を行った．レビュー約 35
万件から，返信文書が存在するレビュー・返信文書対 27
万 9 232 件を doc2vec の学習に使用した．分散表現を獲得
するための手法には，DBoW を用いた．次に，27 万 9 232
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件の文書対の中で，ペア数の最も多いトップ 5 のホテルを
選択し，各ホテルの 500 ペアにに対して人手で excuse を

表 2 評価に用いる五つのホテル
レビュー投稿数
返信投稿数
返信の投稿割合

ホテル ID

a

1 125

1 098

98%

b

1 107

989

89%

c

881

851

97%

のホテルも，高い割合で返信を返す．また，excuse を含む

d

800

796

99%

文書の割合はホテルによって差があるものの，全てのホテ

e

758

755

99%

含むか否かをタグ付けした．選択されたホテルの文書数と
アノテーション結果をそれぞれ表 2 と表 3 に示す．いずれ

ルに excuse を含む文書があるため，特定のホテルに依存
したタスクではない．
本研究では，いかに少量の文書数で，excuse を含む返信

表 3 500 文書対のアノテーション結果
ホテル ID
excuse を含む文書数 excuse を含む割合

文書を多数閲読できるかが重要であると考え，分類の境界
値 k を変動させたときの各ホテルにおける精度 (k)，再現率

(k)，F 値 (k) を評価する．各評価値は次式で計算される．
精度 (k) =

再現率 (k) =

上位 k 件までの excuse を含む文書対の数
k
(4)
上位 k 件までの excuse を含む文書対の数
excuse を含む文書対の総数
(5)

2 × 精度 (k) × 再現率 (k)
F 値 (k) =
精度 (k) + 再現率 (k)

(6)

実験では，doc2vec の学習においてレビューのみを用い
た手法，返信文書のみを用いた手法，両者を用いた手法，そ

a

42

8%

b

129

26%
13%

c

63

d

15

3%

e

48

10%

きかった上位 5 件を調査した．また，FN は 2 件の文書対
が該当し，両方を調査した． 紙面の都合上，FP と FN の
事例 を 2 件ずつ挙げ，なぜレビューが悪い影響を及ぼした
のかについて考察する．なお，FN における返信文書中の
太字は，excuse である．

FP（レビュー使用前 297 位，レビュー使用後 26 位）

（レビュー）禁煙ルームを予約していたのですが、最初に案内された
部屋が清掃不備（前のお客様が使われたベッドやカップがそのまま

してベクトルの絶対値差を加えた手法を比較対象とし，そ

だった）だったため、代わりの部屋を用意されました。が、案内され

れぞれ，
「レビュー」
「返信」
「レビュー＋返信」
「レビュー＋

た部屋が喫煙ルームだったため、禁煙ルームへの変更をフロントへ申

返信＋絶対値差」と呼ぶ．また，角田ら [7] の手法を本タ

し出たところ、「禁煙ルームはすでに満室のため変更できない。その
代わり、消臭対策を行う。
」と説明され部屋で待っていたところ、社員

スクに適用して，提案手法との比較を行うことが望ましい．

の方が市販の消臭スプレーを片手に部屋へいらっしゃいました。一応

しかし，今後の課題とする．

対応していただいたことにはありがたいとおもいますが、せめて「満

境界値 k を上位 20%（100 位）まで動かしたときの各

室で喫煙ルームしか案内できない」ということを部屋をあてがわれる
際に言っていただければ、ホテルに対してもう少し良い印象がもてた

手法における F 値の推移を図 4 に示す．ホテル b の「レ

と思います。二日間連泊だったため二日目は禁煙ルームにしてもらえ

ビュー＋返信＋絶対値差」は，k が 22 から 33 の間，そし

たのですが、フロントでこのいきさつについて人が変わるたびに何度

て 63 から 100 の間という比較的広範囲で他の手法よりも

も説明しなくてはならず、またそれについての謝罪の言葉もどなたか
らも最後までいただけなかったことも大変残念でした。東京駅から近

単独で優れているため，三つの素性が有効に働いた．一方

く、きれいな大浴場があり、部屋から浴場への移動も服装がフラット

で，ホテル a，ホテル c，ホテル d の「レビュー＋返信＋

なところが魅力なホテルだと思いますが、今回のことでとても残念な

絶対値差」は，境界値にかかわらず二番手もしくは三番手
に落ち込んでおり，「返信」の手法が最も優れている傾向

気持ちになりました。今後、改善されていくことを期待しています。
（返信文書）この度は◯◯ホテルをご利用いただきまして誠に有難う
ございます。度重なる不手際なご対応大変申し訳ございませんでし

にあった．「レビュー＋返信」の手法が，
「返信」の手法よ

た。このような事が二度とないようにフロントスタッフの指導・教育

りも F 値が低いことから，レビューを用いたことが F 値

を再度行ない改善に努めます。大変申し訳ございません。まだ至らぬ

の低下を招いている．そこで，「レビュー＋返信＋絶対値
差」から「レビュー」を除く前後を比較して，どのような
レビューが F 値の低下に起因しているかを調査した．
調査対象は，「レビュー」の使用前で 100 位圏外だった



点がありますが、これからも当ホテルをよろしくお願いいたします。
宿泊課

◯◯



FP の 5 件中 4 件は，上記のように否定的な意見につい
て背景やその状況をくどくどと記述するレビューだった．

excuse を含まない文書対が，「レビュー」使用後で 100 位

表 4 のように，多数派クラスタ内の文書対は，簡潔な肯定

圏内に入ってしまった場合と，
「レビュー」の使用前で 100

的な意見を述べる短文と，それに対する儀礼的な挨拶から

位圏内に入っていた excuse を含む文書対が，「レビュー」

なっていた．そのような短文と比べて，上記のレビューは

使用後で 100 位圏外になってしまった場合の 2 通りとし

単語のトークン数とタイプ数が多く，かつ「謝罪」や「残

た． 論文中では，前者と後者の場合をそれぞれ，FP，FN

念」など否定的な評価表現が多数出現するという違いある

と呼ぶ．調査対象のホテルはホテル a とした．FP に該当

ため，多数派クラスタ内のレビューとの距離が大きくなり，

する文書対の件数は 28 件あり，そのうち順位の変動が大

レビューを用いたことで上位に変動してしまった．
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(e) ホテル e
実験結果

図 4

表 4 ホテル a の多数派クラスタ内におけるレビュー・返信文書対の例
クラスタ結合順

レビュー

返信文書
この度は、◯◯ホテルをご利用頂きまして誠にありがとうございました。

ゆったり落ち着ける部屋で

1 疲れが取れました。

今回のご宿泊にご満足いただけたようで大変嬉しく思います。
当館は都心にも千葉方面にも便利な位置にございますので、お近くに御用の際には、
是非◯◯ホテルにお立ち寄りくださいませ。
お客様のまたのご来館を心よりお待ちしております。宿泊課

◯◯

この度は、◯◯ホテルをご利用頂きまして誠にありがとうございました。
豪華でゆったりくつろげました

今回のご宿泊にご満足いただけたようで大変嬉しく思います。
当館は都心にも千葉方面にも便利な位置にございますので、お近くに御用の際には

1

是非お立ち寄りくださいませ。
お客様のまたのご来館を心よりお待ちしております。宿泊課

◯◯

この度は◯◯ホテルにご宿泊頂きまして誠にありがとうございます。

2 いつも楽しく、宿泊しています。 この度のご宿泊につきましてご満足いただけたようで大変嬉しく思います。
またのご来館を心よりお待ち申し上げております。宿泊課

◯◯

この度は◯◯ホテルをご利用いただきまして誠に有難うございます。

3 大浴場が非常に快適でした。

良いお声をいただき光栄でございます。
次回のご利用も心よりお待ち申し上げております。宿泊課

◯◯

この度は◯◯ホテルにご宿泊頂きまして誠にありがとうございました。
ディズニーランドに近く、

4 行き来が楽でした。

ディズニーリゾートへのアクセスは京葉線で 3 駅と大変多くのお客様にご利用頂い
ております。
またお近くにお越しの際には当ホテルをご利用頂けましたら幸いでございます。
お客様のまたのご来館心よりお待ち申し上げております。宿泊課

◯◯

この度は◯◯ホテルにご宿泊頂きまして誠にありがとうございます。

5 いつもありがとうございます

今後も◯◯をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
またのご来館従業員一同心よりお待ちしておりります。
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FP（レビュー使用前 246 位，レビュー使用後 23 位）




（レビュー）3 月 7 日の朝 7 時に 6 階電子レンジを利用したら防腐

一つ前の FN と同様に，否定的な意見が記述されている
ものの，全体としては肯定的な意見の方が多く記述されて
いるため，
「しっかり」
「快適」
「満足」といった肯定的な評

剤など散乱し周りは油で汚れていた。その夜 9 時過ぎに行ったら同じ
状況。掃除しろ！誰かがやるだらうと思うな！サービス業の原点、人

価表現が含まれる．その結果，多数派クラスタ内の肯定的

の原点に帰れ！

な意見のみを持つレビューとの距離が小さくなったことに

（返信文書）この度は◯◯ホテルにご宿泊頂きまして誠にありがとう

より，下位に変動した．

ございます。当館の対応に至らない点がございました事をお詫び申し
上げます。今後は清掃を徹底し、お客様がご不快な思いをなさらぬよ
う心がけます。誠に申し訳ございませんでした。宿泊課

5. おわりに

◯◯





残りの 1 件も一つ目のレビューと同様に，多数派クラス
タ内の簡潔な肯定的意見と比べてタイプ数とトークン数が
多い点，そして「汚れ」という否定的な評価表現が含まれ
る点で大きく異なるため，距離が大きくなった．それに加
えて，レビュー中には「帰れ」
「な」
「しろ」という命令を
表す単語が含まれており，肯定的な意見にはそのような表
現は含まれないため，多数派クラスタとの距離がより大き
くなったと考えられる．

評判分析の基盤技術として，意見テキストが肯定的か否
定的かを自動分類する研究がなされてきた．しかし，否定
的な意見に対する提供者側の返信次第では，評価対象に対
する読者の印象が良い方向に転化する場合があり，双方向
から対象の良し悪しを判断する必要がある．従来では，こ
のことが考慮されておらず，対象の過小評価を引き起こす．
本論文ではこのような返信を excuse と呼び，評判分析の高
精度化のための第一歩として，excuse を含む返信文書か否
かを分類する手法を提案した．宿泊施設のレビューを用い

FN（レビュー使用前 71 位，レビュー使用後 181 位）

（レビュー）きれいな部屋、３７インチ液晶、ＬＡＮ接続で早く快適

 た実験によって，その有効性を検証した．今後の課題は，
角田ら [7] の手法を用いて比較実験を行うことである．

でした。特に、２Ｆのお風呂はきれいで非常に良かったです。但し、
髭剃りが部屋に無く、どこかで販売していたのか？不明でしたし、お
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