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1 はじめに
ネット上のクチコミは，ソーシャルメディア
の普及とともに，企業経営にも重大なインパク
トを与えるようになってきた．企業が提供する
サービスに感激すると，その人は直ちにその喜
びをソーシャルメディアに書き込み，その書き
込みを見た友人も共感すれば，企業やサービス
について好感を抱く．反対に，提供されたサー
ビスに落胆した場合には，その人は不満を書き
込み，その書き込みを見た友人は，その企業や
サービスに反感を持つであろう．このようにソ
ーシャルメディア上で書き込まれたクチコミは，
企業のレピュテーションに影響を与え始めてい
る．本稿では，Twitter のクチコミ量の時系列デ
ータを使用し，クチコミ量の急増状態が企業や
商品のレピュテーションに及ぼす影響度を定量
化する方式を提案する．

[3]がある．
バースト方式は，観測期間の平均的な件数と
比べ，評価時点の件数の乖離度合が一定値を超
えると「バースト状態」と評価する手法である．
この手法は例えば，特定のキーワードを含むク
チコミ件数が急増した日を「バースト状態」と
検知し，これを拡散日と評価することが可能で
ある．
トレンド方式では，観測期間の回帰直線を求
め，評価日の予測値を計算し，実測値との乖離
値を求める．これを，観測期間のクチコミの時
系列データの標準偏差と比較し，一定割合をこ
えた乖離が確認された日を拡散日と評価する．
さらに，拡散日と評価された期間の乖離度の累
積をもって拡散規模としている．
本稿では，拡散日だけでなく，拡散規模を求
めることもできるトレンド方式を使い，クチコ
ミの拡散状態を定量化することとした．
2 クチコミがレピュテーションに与える影響度
2.3 定量化のステップ
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2.1 レピュテーションの定量化手法
響の定量化ステップについて説明する．
企業のレピュテーションをスコア化している
(1) 対象企業の特定
例としては，米国の The Wall Street Journal
クチコミの拡散がレピュテーションに影響
紙が 1999 年から 2005 年まで，2006 年以降は指
する企業を決定し，該当するクチコミを抽出
標を開発した Insights & Analytics が毎年ラン
するための条件を特定する．抽出条件は，対
キングを発表している指数 RQ などがある[1]．
象企業に関連するクチコミで使用されている
RQ では「情緒的アピール（情緒）」，「製品と
可能性の高い単語を含めることで決定する．
サービス（製品）」，「ビジョンとリーダーシ
また，観察したい期間も設定する．
ップ（ビジョン）」，「職場環境（職場）」，
(2) 領域別キーワードの決定
「財務パフォーマンス（財務）」，「社会的責
抽出用のキーワードをもとに，クチコミを
任（責任）」の 6 つの評価領域を定義している．
抽出する．表 1に領域別のキーワードの設定
RQ は各領域に関連する質問項目を設定し，イン
例を示す．
タビューを実施し，その回答結果をもとにレピ
表 1 領域別キーワードの設定例
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クチコミを生み出すソーシャルメディアに
は Twitter や Facebook 以外にも，５ちゃん
ねるなどの掲示板，食べログといったレビュ
ーサイトなど様々に存在する．今回提案する
方式は，設定した検索キーワードと検索期間
をもとにクチコミが抽出できるメディアであ
れば，何れでも適用が可能である．
(3) 該当するクチコミの日次件数の取得
収集したクチコミデータの中で，頻出語を
求め，レピュテーションの評価領域ごとに振
り分けを行う．これをもとに，各領域のクチ
コミデータを抽出し，時系列推移をもとめる．
(4) レピュテーションに及ぼす影響の定量化
取得した領域ごとのクチコミデータの時系
列推移をもとに，レンド方式を用いてクチコ
ミの拡散状態を領域別に定量化する．

1 度目の拡散期間である 8/15-8/18 では，最初
の 2 日間は拡散強度が高く，特に「財務」「情
緒」の領域のクチコミが拡散したことがわかる．
2 度目の拡散期間である 8/23-8/26 は 1 度目に比
較して拡散強度は低く「責任」領域のクチコミ
が拡散したことがわかる．9/2-9/7 では，9/4 を
ピークとして長期的に拡散が継続している．特
に「ビジョン」領域のクチコミが拡散している
ことがわかる．
この傾向がつかめれば広報戦略に生かすこと
ができる．例えば「情緒」領域の影響が強いタ
イミングでは，論理的な説明も好意的に受け取
られにくいであろう．一方で「社会的責任」や
「ビジョン」に関心が多い場合には，今後の方
針や会社の姿勢を論理的に発信すれば，受け入
れられやすくなると考える．

3 適用例
実際の発生した事案のクチコミ件数推移をも
とに，上記手順に従い，レピュテーションへの
影響の定量化を試みた．事例として，販売会社 A
社の事案をあげる．本件では，解約する際に高
額な手数料を請求されたことに不満を抱いた顧
客が Twitter に憤りを投稿し，ソーシャルメデ
ィア上で拡散された．今回は Twitter を対象メ
ディアと設定し，ホットリンク社 [4]のクチコ
ミ＠係長を使用してクチコミの収集を行った．
また，レピュテーションの評価指数として RQ を
用いた．図 1は，A 社のクチコミ数の日次推移を，
レピュテーションへの影響度を RQ の各領域別に
定量化した結果を図 2に示す．その結果，図 2
に示した通り，4 度の拡散期間が観測できた．

4 まとめ
今回，クチコミの拡散がレピュテーションに
及ぼす影響を領域別に定量化する手法と提案し
た．本方式によれば，関心領域の変動を日単位
で観察することで，日々の対応方針決定に役立
てることも可能であると考える．より実効的な
定量化手法を確立するためには，以下の課題を
解決する必要がある．
 レピュテーションの評価方式による効果検証
今回，企業のレピュテーションの評価指標
として RQ を採用した．RQ 以外での指標での
実効性を検証する．
 領域別キーワードの設定方法
該当企業名を含むクチコミ内で高頻度に出
現する単語と関連の深い領域に仕分け，領
域別キーワードを決定した．恣意性を排除
するため，単語ごとに各領域との関連度を
計算する手法を検討する．
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