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消費者ニーズを発見・獲得する
ブログ解析技術の研究開発

Research of Weblog Analysis Technology for Discovering and Acquiring Consumer Needs 

川添　恭平　　　　　木村　義紀
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概要
　ブログサービスの普及で消費者が気軽に情報発信できるようになり、企業が消費者ニーズを集める場として注

目が高まっている。一方で、従来の検索システムを使って個々のブログを検索するだけでは、多くのブログを横断

的に読まなければわからない「消費者の声」を探し出すことが難しくなっている。

　我々は、インターネットで公開されているブログを自動的に収集して、消費者の興味や考え方を、テキストマイニ

ング技術を用いて統計的に分析する技術の研究開発を進めている。本稿では、今までの研究成果、及び事業化

構想について報告する。

1. はじめに

4. おわりに

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/

rt060310/4_xmlwg.pdf
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2. ブログ解析の意義

 

　近年、爆発的に増加したブログ(Weblog)やソーシャル・

ネットワーク・サービス(SNS: Social Network Service)な

どの利用者参加型コンテンツでは、人気商品やサービスに関

する消費者の生の声が忌憚なく豊富に語られているため、企

業が商品企画やプロモーション活動を行なう際に活用できる

重要な情報源として注目されている。

　従来は消費者が商品を購入するために各店舗を訪れて商品

情報を集める必要があったが、インターネットを利用すると

商品情報だけでなく、実際にその商品を利用した口コミ情報

も容易に入手することができる。このような情報入手コスト

の低下が商品情報の比較検討を容易にして、購入前後の商品

評価のギャップを縮小し、消費者満足度を高めることに繋

がっている［１］。

　我々は、消費者がブログで発信している情報には、特定商

品に対する注目度と評判や、ライフスタイルの変化などの、

消費活動を把握するための重要なヒントになる情報が含まれ

ていると考えている。従来の検索技術と異なる技術を用いて、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者集団の趣味や

考え方など(以下、消費者ニーズ)を自動的に発見するシステム

の研究開発を進めている。

　本研究開発の成果によって、消費者が発信した情報から今ま

で見えなかった消費者ニーズを見つけ出せるようになると、企

業によるブログ情報活用が活発化する。これが製品・サービス

に反映されて消費者の満足度が高まることで、良質の製品・

サービスの販売促進につながり、さらに多くの消費者が有益な

情報を発信するようになる。我々は、本研究開発を通じて、こ

のような正のフィードバック(外部経済)を生み出す技術の確立

を目指している。

2.1 ブログ解析の背景
　２００７年３月の国内ブログサービスの純利用者数は８６８万人、

個人が開設したブログを毎日閲覧する利用者は全体の１２.４%

に達する［２］。現在、ブログは消費者に広く影響を与える情

報メディアに成長していると言え、企業が消費者ニーズを分析

するための基本情報として活用できると考えられる。

　消費者の集団的嗜好の発見は、ビジネスの成功要因のひとつ

に位置づけることができる。インターネットの普及で、消費者

は気軽に情報発信できるようになり、企業はそこから消費者の

生の声を豊富に集められるようになった。消費者が書くブログ

は、匿名性が高いという意識があるために本音を書き易く、消

費者ニーズを発見するための低コストかつ効率的な情報入手の

手段として適している。

　その反面、ブログ人気の高さからブログを書いている消費者

(以下、ブロガー)の属性(職業、性別、年齢、興味などの固有

情報)や書かれている話題が様々であり、全ての情報が利用者

にとって有益であるとは言い難い。このことから、ブログには

高い割合で企業にとって不要といえる情報が混在しているため、

適切な情報を簡単に発見・獲得する仕組みが必要である。

　Google［３］やYahoo!［４］に代表される情報検索サービ

ス(以下、コンテンツ検索)は、今日のインターネットの情報を

活用する上で欠かせないサービスに位置づけられている。これ

らのサービスは、指定したキーワードから利用者が求める必要

なコンテンツを効率的に探し出す手段として有効である。しか

し、コンテンツ検索で個々のブログを探し続けるだけでは、多

くのブログを横断的に見ないと明らかにならない消費者ニーズ

を探し出すことは極めて難しいと言える。

2.2 ブログ解析への期待
　近年の情報活用手段は、個々のコンテンツを探し出すための

コンテンツ検索サービスから、コンテンツ全体から消費者ニー

ズ獲得に結びつく共通情報を発見する解析サービスに拡大して

いると考えられる。

　ブログ解析で得られる情報とは、従来のコンテンツ検索で得

ることはできず、不特定多数のブログを日々収集して、様々な

観点から解析することで明らかになる情報を指す。たとえば、

特定の話題の取り上げられ方や周辺情報を時系列で定量化した

情報から、マクロ観点で消費者ニーズの動向を観察することが

できる。また、個々のブログで話題の賛否や更新頻度から、ブ

ロガーの属性にもとづく分類が可能になる。

　ネットリサーチをビジネスに活用している企業では、従来の

コンテンツ検索で得ることが難しかった世論の動きやライフ

スタイルの変化に繋がる情報を素早く検知して、新しい消費者

ニーズ獲得に使える情報を得ることが期待されている。

2.3 ブログ解析の課題
　ブログ解析は企業にとって有益であると考えられるが、個々

の企業が日常的に大量のブログを収集して、安全に管理しなが

ら分析調査を行なうことは、以下の理由から非常に負担が大きい。 

(１)  極めて大量のブログを保管しなければならない．

　　　Technorati 社の調査では、２００７年４月現在の日本語

　　ブログサイト数は、約２,５９０万に達しており、全世界で

　　発信されているブログの約３７％(言語別順位で第一位)を

　　占めている［５］。また、同社が日々収集しているブログ記

　　事数は１日あたり１５０万件程度と報告されている。

　　　世間の意見を幅広く集め、世論を反映したブログ解析を

　　行なうためには、多彩な話題を扱っているブログを、広範

　　囲かつ継続的に収集する必要がある。加えて、解析に必要

　　なブログを絞り込んで効率的に検索する必要がある。

(２) ブログ情報から目的にあった指標を探し出さなければなら

　　ない

　　　ブログは定性的な情報であり、利用者の観点によって内

　　容の捉え方が異なる。単一の観点で分析を行なうために、

　　目的に応じた評価基準を定めるための指標が必要である。

　　また、極めて大量に発信し続けられているブログを、利用

　　者自身が逐一読み、必要な情報を日々整理することは不可

　　能である。

　　　ブログのような定性情報から、利用者にとって有益な情

　　報を効率的に発見するためには、分析目的に合った情報を

　　取り出して定量的に指標化する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み
3.1 研究開発の概要
　インテックシステム研究所(以下、当社)では、企業ユーザがブラ

ンド調査に要する情報を、様々な観点から容易に抽出できる仕組

みを構築することが、２.３節で述べた課題の解決に繋がると考え

ている。そこで、消費者がブログで発信する情報を自動的かつ継

続的に収集して、そこに書かれた「消費者の声」から消費者ニーズ

を発見するブログ解析サービスの研究開発を進めている。

　類似したブログ解析サービスとしては、kizasi.jp[６]、

SHOOTI [７]、BuzTunes[８] などが、それぞれ独自技術を用

いたサービスを提供している。他サービスと比べた本研究開発

の強みは、ブログから取り出した情報を調査対象に対する「満

足度」や「価格」などの異なる観点(以下、評価軸)で比較でき

る点である。調査対象を比較することで他者との違いや変化を

素早く見つけ、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活

動の効果測定に生かすことを想定している。

　この考えに基づいて、現在公開している試験サービスでは、

最大４つのキーワードを異なる２つの評価軸で比較する機能を

提供している。表１は、現在当社でサービス化しているブログ解

析技術である。各解析技術の詳細は３.２節と３.３節で説明する。
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3.4 ブログ解析の事業化構想
　当社では本研究成果の事業化を目指して、３.２節で述べた

ブログ解析技術を基盤とした企業顧客向けの試験サービスを、

２００７年１２月初旬から運用している。同サービスは２００７年

１２月末時点で、国内の約５５０万件のブログ記事を収集、解析

できるようになっており、段階的に収集範囲を広げている。

　試験サービスは、企業顧客を対象にしたリサーチ業務向けの

調査ツールとして、将来的にサービス提供することを想定して

いる。ここで、試験サービスで提供する解析機能について、次

の３通りの活用イメージが考えられる。

(1) ブランドに対する世間の反応の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による商品

　　調査に用いる。または、広報・投資家向け広報（IR: 

　　Investor Relations）担当者による企業のリスク、及び

　　広報等の情報収集に用いる。自社及び他社（競合、パート

　　ナー）の企業・商品ブランドを把握する情報として活用して、

　　ブランドに対する世間の反応が把握することで、企業がとっ

　　た事業活動に対する世間の反応や予期しない注目度の変化

　　から、ブランドに対する影響やリスクを明らかにできる。

(２) 消費者の利用状況（利用シーン）の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による新企

　　画立案のための素材探索に用いる。消費者の商品に対する

　　イメージや評価を明らかにし、いつ、どこで、どのように

　　使われているかといった消費者の利用実態を明らかにする

　　情報として活用することで、今までと異なる思いも付かな

　　い利用状況を見つけ出し、隠れた消費者ニーズを発見する

　　ことが期待できる。

(３) 口コミ広告の効果の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による広告

　　効果の把握、及び広告対象の検索に用いる。消費者の意見、

　　感想などの口コミ効果を定量化した情報として活用して、

　　広告コストに対する効果を定量的に評価することができる。

　　また、プロモーション活動での試供品(サンプル品)を提供

　　する広告対象となる、アルファブロガーの検索に役立てる

　　ことができる。

　インターネットを使ったアンケート形式のネットリサーチを請け

負う企業は多数あるが、ブログ情報から消費者ニーズを発見、抽

出して、多角的な分析サービスを提供できる企業はごく少数に限

られているため、事業領域に対するインパクトは大きいと考えて

いる。活用イメージにもとづいて、表２のような事業領域とサービ

スへの応用を想定している。

表１  インテックシステム研究所が提供するブログ解析技術

分析種別　　   利用目的　　    想定する利用事例　  得られる情報

（4）
サイト活性度
分析

ブロガーの分類
情報源・経路の
発見

製品の情報流布に関わ
るブロガーを特定したい。

（1）
キーワード
出現分析

（2）
相関スコア
分析

（3）
評判分析

広告効果の測定
流行（イベント）の
発見
周辺情報の発見
ブランド効果の
測定
顧客満足度の測定
強み・脅威の発見

製品のプロモーション
活動の効果を知りたい。

消費者の意見から自社
ブランドのイメージを
知りたい。
自社製品と競合製品
の評判や顧客満足度
を知りたい。

ブログ数と注目
度の変化

連想キーワード
と関係の強さ

ブログ記事の
肯定/否定の
分類
ブログ発信量と
更新頻度

表２  想定する事業領域とサービス

事業領域　　　　　　　　　　  想定サービス
ネットリサーチ
コンサルティング

風評監視
顧客満足度測定

ネット広告
企画プロモーション
ブログ/SNS提供

ポータル

消費者ブログ調査
アンケート調査

広告効果測定
ブランド効果測定
トレンド、仲間発見、ブログ集客等の付加価値機能

3.3 ブログ解析の種類
　３.２節で説明したブログ解析プロセスの項目３で用いるテ

キストマイニングエンジンは、表１に示したブログ解析に対応

した機能を提供している。各ブログ解析技術の内容は次のとお

りである。各解析結果は図２に示すグラフで表示する。

(１) キーワード出現分析 (図２)

　　　キーワード出現分析の目的は、ブランドに対する世間の

　　注目度の時系列的な変化、及び傾向を把握することである。

　　世間的な関心を集める話題があれば、多くのブロガーがそ

　　の話題を取り上げたブログ記事を作成する傾向があると考

　　えらえる。話題を表すキーワードが使われているブログ記

　　事数の増減を観察することで、その話題に対する注目度を

　　知る手がかりにできると考えられる。

　　　キーワード出現分析では、ブランドを表すキーワードを

　　含むブログ記事をサンプリングして、発信日時に沿った記

　　事数の増減をグラフ化する。グラフ中でブログ記事数が急

　　激に増加している期間があれば、そのキーワードに対する

　　注目度が高まっていると予想できる。

　　　販売促進キャンペーンなどのマーケティング活動後の世

　　間の動きを把握するために、ブログ記事の日々の増減数を

　　測定することで、「いつ、どのくらい注目が集まったか」

　　を知るための広告効果測定の指標として利用できる。

(２) 相関スコア分析 (図３)

　　　相関スコア分析の目的は、ブランドに関わるキーワード

　　を抽出して、ブランドイメージや競合を明らかにすること

　　である。「電化製品とメーカー」や「ドラマ番組と俳優」

　　など、何らかの関係を持つキーワードがブログ記事に含ま

　　れていることが多い。異なるキーワードが同時に使われる

　　ブログ記事が多ければ、それらのキーワードの間に何らか

　　の関係が認められる可能性が高い。

　　　相関スコア分析では、ブランドを表すキーワードを含む

　　ブログ記事をサンプリングして、各ブログ記事から、その

　　キーワードと同時に使われている他のキーワード(以下、

　　相関キーワード)を抽出する。同じブログ記事で調査対象

　　のキーワードと相関キーワードが同時に出現する確率と、

　　個別に出現する確率の比を相互関係の強さとみなして、相

　　互情報量（MI: Mutual Information）スコア［11］を用いて

　　評点計算する。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている競合やイメージ

　　をキーワードとして把握し、相互関係の強さを数値化する

　　ことで、「ブランドから何を、どのくらいイメージできる

　　か」を知るためのブランド効果測定の指標として利用できる。

(３) 評判分析 (図４)

　　　評判分析の目的は、ブログ記事の内容を良い（肯定的）

　　意見、または悪い（否定的）意見で評価し、ブランドに対

　　する顧客満足度を把握することである。肯定的なブログ記

　　事には、「よい」「素晴らしい」などの肯定表現が多く使

　　われる。一方で、否定的なブログ記事には、「悪い」「ひ

　　どい」などの否定表現が多く使われる。ブログ記事中の肯

　　定表現または否定表現（以下、両表現を合わせて評価表現）

　　を手がかりにして、ブログ記事を肯定的内容、及び否定的

　　内容で評点する。

　　　評判分析では、あらかじめ評価表現に対して評価軸ごと

　　に肯定を正の数値、否定を負の数値とした辞書データ（以

　　下、評価表現辞書）を準備しておき、指定したブランドを

　　表すキーワードを含むブログ記事から、評価表現を抽出し

　　てスコアリング関数を用いて評点計算する。評価表現辞書

　　は、肯定的内容と否定的内容に分類した各２００件のブロ

　　グ記事から評価表現を抽出して、両分類における出現確率

　　を辞書スコアとして自動生成する［１２］。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている肯定的、または

　　否定的イメージを数値化することで、ブランドに対する顧

　　客満足度測定の指標として利用できる。

(４) サイト活性度分析 (図５)

　　　サイト活性度分析の目的は、ブランドに対する情報発信

　　量とブログの活性度を数値化して、世論をリードするブロ

　　ガー（以下、アルファブロガー）を発見することである。

　　専門的な情報が豊富であり、更新が活発なブログはリピー

　　ターが多く、そこから発信される情報を流布する利用者（以

　　下、インフルエンサ）が数多く訪れる傾向がある。ブラン

　　ドに対する情報発信量が高く、かつ更新間隔が短いブログ

　　は、インフルエンサに対する影響が大きいと考えられる。

　　　サイト活性度分析では、ブランドを表すキーワードを含

　　む記事をサンプリングして、個々のブログの情報発信量と

　　更新頻度を計算する。情報発信量を測る指標は、サンプ

　　リングした記事数に対して個々のブログが発信した記事

　　数の割合（以下、関連記事投稿率）とする。更新頻度は、

　　現在時刻から最新記事の発信日時までの相対時間の逆数（以

　　下、更新度）とする。関連情報投稿率と更新度が共に高い

　　サイトは読み手に対する影響力が高く、両数値が低いもの

　　は影響力も低いと仮定する。

　　　ブログサイトの情報発信量と活性度を比較することで、

　　ブロガーを影響力のある「アルファブロガータイプ」、ブ

　　ランドに最近興味を持った「新参者タイプ」、かつて興味

　　を持っていた「引退者タイプ」、影響力の低い「一般タイ

　　プ」に分類する指標として利用できる。

図1  ブログ解析の概要
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3.2 ブログ解析の概要
　本研究開発におけるブログ解析は、図１に示すようなブログ

収集プロセスとブログ解析プロセスから成る。 以下では、ブ

ログサイトを単にブログ、ブログの1ページをブログ記事と呼

ぶ。また、企業がブログ解析を活用する際の調査対象になる商

品・サービス、企業イメージ等をブランドと呼び、これをキー

ワードとして扱うことを前提とする。

(１) ブログ収集プロセス

　　　ブログ収集プロセスは、インターネットからブログ記事

　　を収集して、ブログ解析プロセスで利用できるように保存

　　管理するプロセスである。現在、1日あたり約40万件の

　　ブログ記事を収集して、ブログ解析プロセスで利用できる

　　ように索引登録している。

　　　ブログ収集プロセスでは日本語で書かれたブログ記事を

　　収集する。集客目的で発信される無意味なキーワードの羅

　　列を掲載したブログや、他人のブログを多数複製したブロ

　　グなどは、スパムブログ（以下、スプログ）として解析精度

　　を低下させる原因となる。このため、スプログと疑われる

　　ものは、特徴的な記述パタンを自動抽出してブログ収集プ

　　ロセスで、できるだけ取り除いている。

　　１.クローラ/インデクサ装置は、インターネットのブログ 

　　　を定期巡回して、要約情報（RSS: Rich Site Summary)[９]

　　　からブログ記事を収集する。

　　２.クローラ/インデクサ装置は、収集したブログ記事から、

　　　スプログと疑われる記事を取り除いたブログ記事を検索

　　　装置に索引登録する。

　　　クローラ/インデクサ装置は、手作業で設定した初期サ

　　イトから別サイトへのリンク情報を抽出して、巡回サイト

　　を自動的に登録することで収集範囲を次第に拡大する

　　Harvest方式［１０］を採用している。ブログの種類やサー

　　ビスドメインを選別して、特に収集範囲を制限することは

　　していない。

(２) ブログ解析プロセス

　　　ブログ解析プロセスは、調査担当者が指定したキーワー

　　ドをもとに、収集したブログ記事を後述する解析方式で処

　　理するプロセスである。２００７年１２月末時点で、約５５０

　　万件のブログ記事を検索して、ほぼリアルタイムで解析す

　　ることができる。

　　１.調査担当者は、ウェブサーバ装置に設置したブログ解析

　　　ページに、ブランドを表すキーワードを最大４つまで入

　　　力する。

　　２.解析装置は検索装置を使ってキーワードを含むブログ記

　　　事を、記事の公開時期、ヒット数等をもとに一定数を検

　　　索して抽出(サンプリング)する。

　　３.解析装置はサンプリングしたブログ記事を、テキストマ

　　　イニングエンジンで解析して、結果をウェブサイトで　

　　　調査担当者に各種グラフで表示する。

　当社では、不特定多数のブログを日々収集、解析することで、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者ニーズを自

動的に発見する技術の研究開発を進めている。本技術の特徴は、

消費者ニーズを素早く発見して、複数の視点から比較するこ

とで、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活動の効

果測定に寄与するシステムを構築できることである。現在は、

研究成果をもとにした企業ユーザ向けのブログ解析サービス

を試験公開しながら、顧客候補になる企業へのプロモーション

活動を含めた事業化検討を続けている。

　現在までの試験サービスの運用の結果から、ブログの収集

範囲を拡大するに従って、スプログの割合が増加することが

明らかになっている。試験サービスの運用開始から現在まで

に索引化されているブログのうち、およそ２０％がスプログで

ある疑いがある。スプログの記述パタンや含まれるキーワー

ドを調査して、効果的なスプログ除去を対策中である。

　試験サービスでブログ情報として収集している要約情報には、

コメントやトラックバックなどのブログ記事以外の情報が欠

如している。今後、ブログの情報伝達経路やコミュニティを

特定するなどの解析を行なうためには、このようなブログ特

有の情報収集が今後の課題となる。

図２  キーワード出現分析 図３  相関スコア分析

 
図４  評判分析 図５  サイト活性度分析
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ブログ解析技術の研究開発

Research of Weblog Analysis Technology for Discovering and Acquiring Consumer Needs 
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概要
　ブログサービスの普及で消費者が気軽に情報発信できるようになり、企業が消費者ニーズを集める場として注

目が高まっている。一方で、従来の検索システムを使って個々のブログを検索するだけでは、多くのブログを横断

的に読まなければわからない「消費者の声」を探し出すことが難しくなっている。

　我々は、インターネットで公開されているブログを自動的に収集して、消費者の興味や考え方を、テキストマイニ

ング技術を用いて統計的に分析する技術の研究開発を進めている。本稿では、今までの研究成果、及び事業化

構想について報告する。

1. はじめに

4. おわりに

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/

rt060310/4_xmlwg.pdf
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2. ブログ解析の意義

 

　近年、爆発的に増加したブログ(Weblog)やソーシャル・

ネットワーク・サービス(SNS: Social Network Service)な

どの利用者参加型コンテンツでは、人気商品やサービスに関

する消費者の生の声が忌憚なく豊富に語られているため、企

業が商品企画やプロモーション活動を行なう際に活用できる

重要な情報源として注目されている。

　従来は消費者が商品を購入するために各店舗を訪れて商品

情報を集める必要があったが、インターネットを利用すると

商品情報だけでなく、実際にその商品を利用した口コミ情報

も容易に入手することができる。このような情報入手コスト

の低下が商品情報の比較検討を容易にして、購入前後の商品

評価のギャップを縮小し、消費者満足度を高めることに繋

がっている［１］。

　我々は、消費者がブログで発信している情報には、特定商

品に対する注目度と評判や、ライフスタイルの変化などの、

消費活動を把握するための重要なヒントになる情報が含まれ

ていると考えている。従来の検索技術と異なる技術を用いて、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者集団の趣味や

考え方など(以下、消費者ニーズ)を自動的に発見するシステム

の研究開発を進めている。

　本研究開発の成果によって、消費者が発信した情報から今ま

で見えなかった消費者ニーズを見つけ出せるようになると、企

業によるブログ情報活用が活発化する。これが製品・サービス

に反映されて消費者の満足度が高まることで、良質の製品・

サービスの販売促進につながり、さらに多くの消費者が有益な

情報を発信するようになる。我々は、本研究開発を通じて、こ

のような正のフィードバック(外部経済)を生み出す技術の確立

を目指している。

2.1 ブログ解析の背景
　２００７年３月の国内ブログサービスの純利用者数は８６８万人、

個人が開設したブログを毎日閲覧する利用者は全体の１２.４%

に達する［２］。現在、ブログは消費者に広く影響を与える情

報メディアに成長していると言え、企業が消費者ニーズを分析

するための基本情報として活用できると考えられる。

　消費者の集団的嗜好の発見は、ビジネスの成功要因のひとつ

に位置づけることができる。インターネットの普及で、消費者

は気軽に情報発信できるようになり、企業はそこから消費者の

生の声を豊富に集められるようになった。消費者が書くブログ

は、匿名性が高いという意識があるために本音を書き易く、消

費者ニーズを発見するための低コストかつ効率的な情報入手の

手段として適している。

　その反面、ブログ人気の高さからブログを書いている消費者

(以下、ブロガー)の属性(職業、性別、年齢、興味などの固有

情報)や書かれている話題が様々であり、全ての情報が利用者

にとって有益であるとは言い難い。このことから、ブログには

高い割合で企業にとって不要といえる情報が混在しているため、

適切な情報を簡単に発見・獲得する仕組みが必要である。

　Google［３］やYahoo!［４］に代表される情報検索サービ

ス(以下、コンテンツ検索)は、今日のインターネットの情報を

活用する上で欠かせないサービスに位置づけられている。これ

らのサービスは、指定したキーワードから利用者が求める必要

なコンテンツを効率的に探し出す手段として有効である。しか

し、コンテンツ検索で個々のブログを探し続けるだけでは、多

くのブログを横断的に見ないと明らかにならない消費者ニーズ

を探し出すことは極めて難しいと言える。

2.2 ブログ解析への期待
　近年の情報活用手段は、個々のコンテンツを探し出すための

コンテンツ検索サービスから、コンテンツ全体から消費者ニー

ズ獲得に結びつく共通情報を発見する解析サービスに拡大して

いると考えられる。

　ブログ解析で得られる情報とは、従来のコンテンツ検索で得

ることはできず、不特定多数のブログを日々収集して、様々な

観点から解析することで明らかになる情報を指す。たとえば、

特定の話題の取り上げられ方や周辺情報を時系列で定量化した

情報から、マクロ観点で消費者ニーズの動向を観察することが

できる。また、個々のブログで話題の賛否や更新頻度から、ブ

ロガーの属性にもとづく分類が可能になる。

　ネットリサーチをビジネスに活用している企業では、従来の

コンテンツ検索で得ることが難しかった世論の動きやライフ

スタイルの変化に繋がる情報を素早く検知して、新しい消費者

ニーズ獲得に使える情報を得ることが期待されている。

2.3 ブログ解析の課題
　ブログ解析は企業にとって有益であると考えられるが、個々

の企業が日常的に大量のブログを収集して、安全に管理しなが

ら分析調査を行なうことは、以下の理由から非常に負担が大きい。 

(１)  極めて大量のブログを保管しなければならない．

　　　Technorati 社の調査では、２００７年４月現在の日本語

　　ブログサイト数は、約２,５９０万に達しており、全世界で

　　発信されているブログの約３７％(言語別順位で第一位)を

　　占めている［５］。また、同社が日々収集しているブログ記

　　事数は１日あたり１５０万件程度と報告されている。

　　　世間の意見を幅広く集め、世論を反映したブログ解析を

　　行なうためには、多彩な話題を扱っているブログを、広範

　　囲かつ継続的に収集する必要がある。加えて、解析に必要

　　なブログを絞り込んで効率的に検索する必要がある。

(２) ブログ情報から目的にあった指標を探し出さなければなら

　　ない

　　　ブログは定性的な情報であり、利用者の観点によって内

　　容の捉え方が異なる。単一の観点で分析を行なうために、

　　目的に応じた評価基準を定めるための指標が必要である。

　　また、極めて大量に発信し続けられているブログを、利用

　　者自身が逐一読み、必要な情報を日々整理することは不可

　　能である。

　　　ブログのような定性情報から、利用者にとって有益な情

　　報を効率的に発見するためには、分析目的に合った情報を

　　取り出して定量的に指標化する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み
3.1 研究開発の概要
　インテックシステム研究所(以下、当社)では、企業ユーザがブラ

ンド調査に要する情報を、様々な観点から容易に抽出できる仕組

みを構築することが、２.３節で述べた課題の解決に繋がると考え

ている。そこで、消費者がブログで発信する情報を自動的かつ継

続的に収集して、そこに書かれた「消費者の声」から消費者ニーズ

を発見するブログ解析サービスの研究開発を進めている。

　類似したブログ解析サービスとしては、kizasi.jp[６]、

SHOOTI [７]、BuzTunes[８] などが、それぞれ独自技術を用

いたサービスを提供している。他サービスと比べた本研究開発

の強みは、ブログから取り出した情報を調査対象に対する「満

足度」や「価格」などの異なる観点(以下、評価軸)で比較でき

る点である。調査対象を比較することで他者との違いや変化を

素早く見つけ、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活

動の効果測定に生かすことを想定している。

　この考えに基づいて、現在公開している試験サービスでは、

最大４つのキーワードを異なる２つの評価軸で比較する機能を

提供している。表１は、現在当社でサービス化しているブログ解

析技術である。各解析技術の詳細は３.２節と３.３節で説明する。
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3.4 ブログ解析の事業化構想
　当社では本研究成果の事業化を目指して、３.２節で述べた

ブログ解析技術を基盤とした企業顧客向けの試験サービスを、

２００７年１２月初旬から運用している。同サービスは２００７年

１２月末時点で、国内の約５５０万件のブログ記事を収集、解析

できるようになっており、段階的に収集範囲を広げている。

　試験サービスは、企業顧客を対象にしたリサーチ業務向けの

調査ツールとして、将来的にサービス提供することを想定して

いる。ここで、試験サービスで提供する解析機能について、次

の３通りの活用イメージが考えられる。

(1) ブランドに対する世間の反応の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による商品

　　調査に用いる。または、広報・投資家向け広報（IR: 

　　Investor Relations）担当者による企業のリスク、及び

　　広報等の情報収集に用いる。自社及び他社（競合、パート

　　ナー）の企業・商品ブランドを把握する情報として活用して、

　　ブランドに対する世間の反応が把握することで、企業がとっ

　　た事業活動に対する世間の反応や予期しない注目度の変化

　　から、ブランドに対する影響やリスクを明らかにできる。

(２) 消費者の利用状況（利用シーン）の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による新企

　　画立案のための素材探索に用いる。消費者の商品に対する

　　イメージや評価を明らかにし、いつ、どこで、どのように

　　使われているかといった消費者の利用実態を明らかにする

　　情報として活用することで、今までと異なる思いも付かな

　　い利用状況を見つけ出し、隠れた消費者ニーズを発見する

　　ことが期待できる。

(３) 口コミ広告の効果の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による広告

　　効果の把握、及び広告対象の検索に用いる。消費者の意見、

　　感想などの口コミ効果を定量化した情報として活用して、

　　広告コストに対する効果を定量的に評価することができる。

　　また、プロモーション活動での試供品(サンプル品)を提供

　　する広告対象となる、アルファブロガーの検索に役立てる

　　ことができる。

　インターネットを使ったアンケート形式のネットリサーチを請け

負う企業は多数あるが、ブログ情報から消費者ニーズを発見、抽

出して、多角的な分析サービスを提供できる企業はごく少数に限

られているため、事業領域に対するインパクトは大きいと考えて

いる。活用イメージにもとづいて、表２のような事業領域とサービ

スへの応用を想定している。

表１  インテックシステム研究所が提供するブログ解析技術

分析種別　　   利用目的　　    想定する利用事例　  得られる情報

（4）
サイト活性度
分析

ブロガーの分類
情報源・経路の
発見

製品の情報流布に関わ
るブロガーを特定したい。

（1）
キーワード
出現分析

（2）
相関スコア
分析

（3）
評判分析

広告効果の測定
流行（イベント）の
発見
周辺情報の発見
ブランド効果の
測定
顧客満足度の測定
強み・脅威の発見

製品のプロモーション
活動の効果を知りたい。

消費者の意見から自社
ブランドのイメージを
知りたい。
自社製品と競合製品
の評判や顧客満足度
を知りたい。

ブログ数と注目
度の変化

連想キーワード
と関係の強さ

ブログ記事の
肯定/否定の
分類
ブログ発信量と
更新頻度

表２  想定する事業領域とサービス

事業領域　　　　　　　　　　  想定サービス
ネットリサーチ
コンサルティング

風評監視
顧客満足度測定

ネット広告
企画プロモーション
ブログ/SNS提供

ポータル

消費者ブログ調査
アンケート調査

広告効果測定
ブランド効果測定
トレンド、仲間発見、ブログ集客等の付加価値機能

3.3 ブログ解析の種類
　３.２節で説明したブログ解析プロセスの項目３で用いるテ

キストマイニングエンジンは、表１に示したブログ解析に対応

した機能を提供している。各ブログ解析技術の内容は次のとお

りである。各解析結果は図２に示すグラフで表示する。

(１) キーワード出現分析 (図２)

　　　キーワード出現分析の目的は、ブランドに対する世間の

　　注目度の時系列的な変化、及び傾向を把握することである。

　　世間的な関心を集める話題があれば、多くのブロガーがそ

　　の話題を取り上げたブログ記事を作成する傾向があると考

　　えらえる。話題を表すキーワードが使われているブログ記

　　事数の増減を観察することで、その話題に対する注目度を

　　知る手がかりにできると考えられる。

　　　キーワード出現分析では、ブランドを表すキーワードを

　　含むブログ記事をサンプリングして、発信日時に沿った記

　　事数の増減をグラフ化する。グラフ中でブログ記事数が急

　　激に増加している期間があれば、そのキーワードに対する

　　注目度が高まっていると予想できる。

　　　販売促進キャンペーンなどのマーケティング活動後の世

　　間の動きを把握するために、ブログ記事の日々の増減数を

　　測定することで、「いつ、どのくらい注目が集まったか」

　　を知るための広告効果測定の指標として利用できる。

(２) 相関スコア分析 (図３)

　　　相関スコア分析の目的は、ブランドに関わるキーワード

　　を抽出して、ブランドイメージや競合を明らかにすること

　　である。「電化製品とメーカー」や「ドラマ番組と俳優」

　　など、何らかの関係を持つキーワードがブログ記事に含ま

　　れていることが多い。異なるキーワードが同時に使われる

　　ブログ記事が多ければ、それらのキーワードの間に何らか

　　の関係が認められる可能性が高い。

　　　相関スコア分析では、ブランドを表すキーワードを含む

　　ブログ記事をサンプリングして、各ブログ記事から、その

　　キーワードと同時に使われている他のキーワード(以下、

　　相関キーワード)を抽出する。同じブログ記事で調査対象

　　のキーワードと相関キーワードが同時に出現する確率と、

　　個別に出現する確率の比を相互関係の強さとみなして、相

　　互情報量（MI: Mutual Information）スコア［11］を用いて

　　評点計算する。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている競合やイメージ

　　をキーワードとして把握し、相互関係の強さを数値化する

　　ことで、「ブランドから何を、どのくらいイメージできる

　　か」を知るためのブランド効果測定の指標として利用できる。

(３) 評判分析 (図４)

　　　評判分析の目的は、ブログ記事の内容を良い（肯定的）

　　意見、または悪い（否定的）意見で評価し、ブランドに対

　　する顧客満足度を把握することである。肯定的なブログ記

　　事には、「よい」「素晴らしい」などの肯定表現が多く使

　　われる。一方で、否定的なブログ記事には、「悪い」「ひ

　　どい」などの否定表現が多く使われる。ブログ記事中の肯

　　定表現または否定表現（以下、両表現を合わせて評価表現）

　　を手がかりにして、ブログ記事を肯定的内容、及び否定的

　　内容で評点する。

　　　評判分析では、あらかじめ評価表現に対して評価軸ごと

　　に肯定を正の数値、否定を負の数値とした辞書データ（以

　　下、評価表現辞書）を準備しておき、指定したブランドを

　　表すキーワードを含むブログ記事から、評価表現を抽出し

　　てスコアリング関数を用いて評点計算する。評価表現辞書

　　は、肯定的内容と否定的内容に分類した各２００件のブロ

　　グ記事から評価表現を抽出して、両分類における出現確率

　　を辞書スコアとして自動生成する［１２］。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている肯定的、または

　　否定的イメージを数値化することで、ブランドに対する顧

　　客満足度測定の指標として利用できる。

(４) サイト活性度分析 (図５)

　　　サイト活性度分析の目的は、ブランドに対する情報発信

　　量とブログの活性度を数値化して、世論をリードするブロ

　　ガー（以下、アルファブロガー）を発見することである。

　　専門的な情報が豊富であり、更新が活発なブログはリピー

　　ターが多く、そこから発信される情報を流布する利用者（以

　　下、インフルエンサ）が数多く訪れる傾向がある。ブラン

　　ドに対する情報発信量が高く、かつ更新間隔が短いブログ

　　は、インフルエンサに対する影響が大きいと考えられる。

　　　サイト活性度分析では、ブランドを表すキーワードを含

　　む記事をサンプリングして、個々のブログの情報発信量と

　　更新頻度を計算する。情報発信量を測る指標は、サンプ

　　リングした記事数に対して個々のブログが発信した記事

　　数の割合（以下、関連記事投稿率）とする。更新頻度は、

　　現在時刻から最新記事の発信日時までの相対時間の逆数（以

　　下、更新度）とする。関連情報投稿率と更新度が共に高い

　　サイトは読み手に対する影響力が高く、両数値が低いもの

　　は影響力も低いと仮定する。

　　　ブログサイトの情報発信量と活性度を比較することで、

　　ブロガーを影響力のある「アルファブロガータイプ」、ブ

　　ランドに最近興味を持った「新参者タイプ」、かつて興味

　　を持っていた「引退者タイプ」、影響力の低い「一般タイ

　　プ」に分類する指標として利用できる。

図1  ブログ解析の概要
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サンプリングしたプログ記事を
解析する
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テキストマイニングエンジン
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3.2 ブログ解析の概要
　本研究開発におけるブログ解析は、図１に示すようなブログ

収集プロセスとブログ解析プロセスから成る。 以下では、ブ

ログサイトを単にブログ、ブログの1ページをブログ記事と呼

ぶ。また、企業がブログ解析を活用する際の調査対象になる商

品・サービス、企業イメージ等をブランドと呼び、これをキー

ワードとして扱うことを前提とする。

(１) ブログ収集プロセス

　　　ブログ収集プロセスは、インターネットからブログ記事

　　を収集して、ブログ解析プロセスで利用できるように保存

　　管理するプロセスである。現在、1日あたり約40万件の

　　ブログ記事を収集して、ブログ解析プロセスで利用できる

　　ように索引登録している。

　　　ブログ収集プロセスでは日本語で書かれたブログ記事を

　　収集する。集客目的で発信される無意味なキーワードの羅

　　列を掲載したブログや、他人のブログを多数複製したブロ

　　グなどは、スパムブログ（以下、スプログ）として解析精度

　　を低下させる原因となる。このため、スプログと疑われる

　　ものは、特徴的な記述パタンを自動抽出してブログ収集プ

　　ロセスで、できるだけ取り除いている。

　　１.クローラ/インデクサ装置は、インターネットのブログ 

　　　を定期巡回して、要約情報（RSS: Rich Site Summary)[９]

　　　からブログ記事を収集する。

　　２.クローラ/インデクサ装置は、収集したブログ記事から、

　　　スプログと疑われる記事を取り除いたブログ記事を検索

　　　装置に索引登録する。

　　　クローラ/インデクサ装置は、手作業で設定した初期サ

　　イトから別サイトへのリンク情報を抽出して、巡回サイト

　　を自動的に登録することで収集範囲を次第に拡大する

　　Harvest方式［１０］を採用している。ブログの種類やサー

　　ビスドメインを選別して、特に収集範囲を制限することは

　　していない。

(２) ブログ解析プロセス

　　　ブログ解析プロセスは、調査担当者が指定したキーワー

　　ドをもとに、収集したブログ記事を後述する解析方式で処

　　理するプロセスである。２００７年１２月末時点で、約５５０

　　万件のブログ記事を検索して、ほぼリアルタイムで解析す

　　ることができる。

　　１.調査担当者は、ウェブサーバ装置に設置したブログ解析

　　　ページに、ブランドを表すキーワードを最大４つまで入

　　　力する。

　　２.解析装置は検索装置を使ってキーワードを含むブログ記

　　　事を、記事の公開時期、ヒット数等をもとに一定数を検

　　　索して抽出(サンプリング)する。

　　３.解析装置はサンプリングしたブログ記事を、テキストマ

　　　イニングエンジンで解析して、結果をウェブサイトで　

　　　調査担当者に各種グラフで表示する。

　当社では、不特定多数のブログを日々収集、解析することで、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者ニーズを自

動的に発見する技術の研究開発を進めている。本技術の特徴は、

消費者ニーズを素早く発見して、複数の視点から比較するこ

とで、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活動の効

果測定に寄与するシステムを構築できることである。現在は、

研究成果をもとにした企業ユーザ向けのブログ解析サービス

を試験公開しながら、顧客候補になる企業へのプロモーション

活動を含めた事業化検討を続けている。

　現在までの試験サービスの運用の結果から、ブログの収集

範囲を拡大するに従って、スプログの割合が増加することが

明らかになっている。試験サービスの運用開始から現在まで

に索引化されているブログのうち、およそ２０％がスプログで

ある疑いがある。スプログの記述パタンや含まれるキーワー

ドを調査して、効果的なスプログ除去を対策中である。

　試験サービスでブログ情報として収集している要約情報には、

コメントやトラックバックなどのブログ記事以外の情報が欠

如している。今後、ブログの情報伝達経路やコミュニティを

特定するなどの解析を行なうためには、このようなブログ特

有の情報収集が今後の課題となる。

図２  キーワード出現分析 図３  相関スコア分析

 
図４  評判分析 図５  サイト活性度分析
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概要
　ブログサービスの普及で消費者が気軽に情報発信できるようになり、企業が消費者ニーズを集める場として注

目が高まっている。一方で、従来の検索システムを使って個々のブログを検索するだけでは、多くのブログを横断

的に読まなければわからない「消費者の声」を探し出すことが難しくなっている。

　我々は、インターネットで公開されているブログを自動的に収集して、消費者の興味や考え方を、テキストマイニ

ング技術を用いて統計的に分析する技術の研究開発を進めている。本稿では、今までの研究成果、及び事業化

構想について報告する。
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2. ブログ解析の意義

 

　近年、爆発的に増加したブログ(Weblog)やソーシャル・

ネットワーク・サービス(SNS: Social Network Service)な

どの利用者参加型コンテンツでは、人気商品やサービスに関

する消費者の生の声が忌憚なく豊富に語られているため、企

業が商品企画やプロモーション活動を行なう際に活用できる

重要な情報源として注目されている。

　従来は消費者が商品を購入するために各店舗を訪れて商品

情報を集める必要があったが、インターネットを利用すると

商品情報だけでなく、実際にその商品を利用した口コミ情報

も容易に入手することができる。このような情報入手コスト

の低下が商品情報の比較検討を容易にして、購入前後の商品

評価のギャップを縮小し、消費者満足度を高めることに繋

がっている［１］。

　我々は、消費者がブログで発信している情報には、特定商

品に対する注目度と評判や、ライフスタイルの変化などの、

消費活動を把握するための重要なヒントになる情報が含まれ

ていると考えている。従来の検索技術と異なる技術を用いて、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者集団の趣味や

考え方など(以下、消費者ニーズ)を自動的に発見するシステム

の研究開発を進めている。

　本研究開発の成果によって、消費者が発信した情報から今ま

で見えなかった消費者ニーズを見つけ出せるようになると、企

業によるブログ情報活用が活発化する。これが製品・サービス

に反映されて消費者の満足度が高まることで、良質の製品・

サービスの販売促進につながり、さらに多くの消費者が有益な

情報を発信するようになる。我々は、本研究開発を通じて、こ

のような正のフィードバック(外部経済)を生み出す技術の確立

を目指している。

2.1 ブログ解析の背景
　２００７年３月の国内ブログサービスの純利用者数は８６８万人、

個人が開設したブログを毎日閲覧する利用者は全体の１２.４%

に達する［２］。現在、ブログは消費者に広く影響を与える情

報メディアに成長していると言え、企業が消費者ニーズを分析

するための基本情報として活用できると考えられる。

　消費者の集団的嗜好の発見は、ビジネスの成功要因のひとつ

に位置づけることができる。インターネットの普及で、消費者

は気軽に情報発信できるようになり、企業はそこから消費者の

生の声を豊富に集められるようになった。消費者が書くブログ

は、匿名性が高いという意識があるために本音を書き易く、消

費者ニーズを発見するための低コストかつ効率的な情報入手の

手段として適している。

　その反面、ブログ人気の高さからブログを書いている消費者

(以下、ブロガー)の属性(職業、性別、年齢、興味などの固有

情報)や書かれている話題が様々であり、全ての情報が利用者

にとって有益であるとは言い難い。このことから、ブログには

高い割合で企業にとって不要といえる情報が混在しているため、

適切な情報を簡単に発見・獲得する仕組みが必要である。

　Google［３］やYahoo!［４］に代表される情報検索サービ

ス(以下、コンテンツ検索)は、今日のインターネットの情報を

活用する上で欠かせないサービスに位置づけられている。これ

らのサービスは、指定したキーワードから利用者が求める必要

なコンテンツを効率的に探し出す手段として有効である。しか

し、コンテンツ検索で個々のブログを探し続けるだけでは、多

くのブログを横断的に見ないと明らかにならない消費者ニーズ

を探し出すことは極めて難しいと言える。

2.2 ブログ解析への期待
　近年の情報活用手段は、個々のコンテンツを探し出すための

コンテンツ検索サービスから、コンテンツ全体から消費者ニー

ズ獲得に結びつく共通情報を発見する解析サービスに拡大して

いると考えられる。

　ブログ解析で得られる情報とは、従来のコンテンツ検索で得

ることはできず、不特定多数のブログを日々収集して、様々な

観点から解析することで明らかになる情報を指す。たとえば、

特定の話題の取り上げられ方や周辺情報を時系列で定量化した

情報から、マクロ観点で消費者ニーズの動向を観察することが

できる。また、個々のブログで話題の賛否や更新頻度から、ブ

ロガーの属性にもとづく分類が可能になる。

　ネットリサーチをビジネスに活用している企業では、従来の

コンテンツ検索で得ることが難しかった世論の動きやライフ

スタイルの変化に繋がる情報を素早く検知して、新しい消費者

ニーズ獲得に使える情報を得ることが期待されている。

2.3 ブログ解析の課題
　ブログ解析は企業にとって有益であると考えられるが、個々

の企業が日常的に大量のブログを収集して、安全に管理しなが

ら分析調査を行なうことは、以下の理由から非常に負担が大きい。 

(１)  極めて大量のブログを保管しなければならない．

　　　Technorati 社の調査では、２００７年４月現在の日本語

　　ブログサイト数は、約２,５９０万に達しており、全世界で

　　発信されているブログの約３７％(言語別順位で第一位)を

　　占めている［５］。また、同社が日々収集しているブログ記

　　事数は１日あたり１５０万件程度と報告されている。

　　　世間の意見を幅広く集め、世論を反映したブログ解析を

　　行なうためには、多彩な話題を扱っているブログを、広範

　　囲かつ継続的に収集する必要がある。加えて、解析に必要

　　なブログを絞り込んで効率的に検索する必要がある。

(２) ブログ情報から目的にあった指標を探し出さなければなら

　　ない

　　　ブログは定性的な情報であり、利用者の観点によって内

　　容の捉え方が異なる。単一の観点で分析を行なうために、

　　目的に応じた評価基準を定めるための指標が必要である。

　　また、極めて大量に発信し続けられているブログを、利用

　　者自身が逐一読み、必要な情報を日々整理することは不可

　　能である。

　　　ブログのような定性情報から、利用者にとって有益な情

　　報を効率的に発見するためには、分析目的に合った情報を

　　取り出して定量的に指標化する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み
3.1 研究開発の概要
　インテックシステム研究所(以下、当社)では、企業ユーザがブラ

ンド調査に要する情報を、様々な観点から容易に抽出できる仕組

みを構築することが、２.３節で述べた課題の解決に繋がると考え

ている。そこで、消費者がブログで発信する情報を自動的かつ継

続的に収集して、そこに書かれた「消費者の声」から消費者ニーズ

を発見するブログ解析サービスの研究開発を進めている。

　類似したブログ解析サービスとしては、kizasi.jp[６]、

SHOOTI [７]、BuzTunes[８] などが、それぞれ独自技術を用

いたサービスを提供している。他サービスと比べた本研究開発

の強みは、ブログから取り出した情報を調査対象に対する「満

足度」や「価格」などの異なる観点(以下、評価軸)で比較でき

る点である。調査対象を比較することで他者との違いや変化を

素早く見つけ、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活

動の効果測定に生かすことを想定している。

　この考えに基づいて、現在公開している試験サービスでは、

最大４つのキーワードを異なる２つの評価軸で比較する機能を

提供している。表１は、現在当社でサービス化しているブログ解

析技術である。各解析技術の詳細は３.２節と３.３節で説明する。

KIMURA Yoshinori

木村　義紀

● 株式会社インテックシステム研究所

　ＩＣＴ研究部 主事

● 情報処理学会 （正会員）

KAWAZOE Kyohei

川添　恭平

● 株式会社インテックシステム研究所

　ＩＣＴ研究部 主事

● 2001～2003 スタンフォード大学 コンピュータサイエンス学科

　客員研究員

● 日本ソフトウェア科学会 （正会員）

参考文献

[1] 総務省: 平成18年度 情報通信白書, 総務省, (2006)

[2] 総務省: 平成19年度 情報通信白書, 総務省, (2007)

[3] Google: http://www.google.com/

[4] Yahoo! Japan:  http://www.yahoo.co.jp/

[5] D. Sifry: “The State of the Live Web, April 2007,”

　  Technorati Inc., (2007)

[6] Kizasi.jp: http://www.kizasi.jp/, 株式会社きざしカンパニー

[7] SHOOTI: http://www.shooti.jp/, 株式会社ブログウォッチャー

[8] BuzTunes: http://bztunes.jp/, C2Cube株式会社

[9] G. Beged-Dov, D. Brickley, R. Dornfest and et al: “RDF 

　  Site Summary (RSS) 1.0,”

　  http://www.rssboard.org/rss-specification

[10] C. M. Bowman, P. B. Danzig, D. R. Hardy, U. Manber, 

　 and M. F. Schwartz: “The Harvest information discovery 

　  and access system,” In Proceeding of the 2nd International 

　  World Wide Web Conference, October, (1994)

[11] K. Chunch and P. Hanks: “World association norms, 

　  mutual information, and lexicography,” In Proceeding of 

　  27th Annual Meeting of the Association for Computational 

　  Linguistics, pp. 76-83, Vancouver, B. C., (1989)

[12] 藤村滋、豊田正史、喜連川優: 電子掲示板からの評価表現お

　  よび評判情報抽出,第18回人工知能学会全国大会， (2004)

3.4 ブログ解析の事業化構想
　当社では本研究成果の事業化を目指して、３.２節で述べた

ブログ解析技術を基盤とした企業顧客向けの試験サービスを、

２００７年１２月初旬から運用している。同サービスは２００７年

１２月末時点で、国内の約５５０万件のブログ記事を収集、解析

できるようになっており、段階的に収集範囲を広げている。

　試験サービスは、企業顧客を対象にしたリサーチ業務向けの

調査ツールとして、将来的にサービス提供することを想定して

いる。ここで、試験サービスで提供する解析機能について、次

の３通りの活用イメージが考えられる。

(1) ブランドに対する世間の反応の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による商品

　　調査に用いる。または、広報・投資家向け広報（IR: 

　　Investor Relations）担当者による企業のリスク、及び

　　広報等の情報収集に用いる。自社及び他社（競合、パート

　　ナー）の企業・商品ブランドを把握する情報として活用して、

　　ブランドに対する世間の反応が把握することで、企業がとっ

　　た事業活動に対する世間の反応や予期しない注目度の変化

　　から、ブランドに対する影響やリスクを明らかにできる。

(２) 消費者の利用状況（利用シーン）の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による新企

　　画立案のための素材探索に用いる。消費者の商品に対する

　　イメージや評価を明らかにし、いつ、どこで、どのように

　　使われているかといった消費者の利用実態を明らかにする

　　情報として活用することで、今までと異なる思いも付かな

　　い利用状況を見つけ出し、隠れた消費者ニーズを発見する

　　ことが期待できる。

(３) 口コミ広告の効果の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による広告

　　効果の把握、及び広告対象の検索に用いる。消費者の意見、

　　感想などの口コミ効果を定量化した情報として活用して、

　　広告コストに対する効果を定量的に評価することができる。

　　また、プロモーション活動での試供品(サンプル品)を提供

　　する広告対象となる、アルファブロガーの検索に役立てる

　　ことができる。

　インターネットを使ったアンケート形式のネットリサーチを請け

負う企業は多数あるが、ブログ情報から消費者ニーズを発見、抽

出して、多角的な分析サービスを提供できる企業はごく少数に限

られているため、事業領域に対するインパクトは大きいと考えて

いる。活用イメージにもとづいて、表２のような事業領域とサービ

スへの応用を想定している。

表１  インテックシステム研究所が提供するブログ解析技術

分析種別　　   利用目的　　    想定する利用事例　  得られる情報

（4）
サイト活性度
分析

ブロガーの分類
情報源・経路の
発見

製品の情報流布に関わ
るブロガーを特定したい。

（1）
キーワード
出現分析

（2）
相関スコア
分析

（3）
評判分析

広告効果の測定
流行（イベント）の
発見
周辺情報の発見
ブランド効果の
測定
顧客満足度の測定
強み・脅威の発見

製品のプロモーション
活動の効果を知りたい。

消費者の意見から自社
ブランドのイメージを
知りたい。
自社製品と競合製品
の評判や顧客満足度
を知りたい。

ブログ数と注目
度の変化

連想キーワード
と関係の強さ

ブログ記事の
肯定/否定の
分類
ブログ発信量と
更新頻度

表２  想定する事業領域とサービス

事業領域　　　　　　　　　　  想定サービス
ネットリサーチ
コンサルティング

風評監視
顧客満足度測定

ネット広告
企画プロモーション
ブログ/SNS提供

ポータル

消費者ブログ調査
アンケート調査

広告効果測定
ブランド効果測定
トレンド、仲間発見、ブログ集客等の付加価値機能

3.3 ブログ解析の種類
　３.２節で説明したブログ解析プロセスの項目３で用いるテ

キストマイニングエンジンは、表１に示したブログ解析に対応

した機能を提供している。各ブログ解析技術の内容は次のとお

りである。各解析結果は図２に示すグラフで表示する。

(１) キーワード出現分析 (図２)

　　　キーワード出現分析の目的は、ブランドに対する世間の

　　注目度の時系列的な変化、及び傾向を把握することである。

　　世間的な関心を集める話題があれば、多くのブロガーがそ

　　の話題を取り上げたブログ記事を作成する傾向があると考

　　えらえる。話題を表すキーワードが使われているブログ記

　　事数の増減を観察することで、その話題に対する注目度を

　　知る手がかりにできると考えられる。

　　　キーワード出現分析では、ブランドを表すキーワードを

　　含むブログ記事をサンプリングして、発信日時に沿った記

　　事数の増減をグラフ化する。グラフ中でブログ記事数が急

　　激に増加している期間があれば、そのキーワードに対する

　　注目度が高まっていると予想できる。

　　　販売促進キャンペーンなどのマーケティング活動後の世

　　間の動きを把握するために、ブログ記事の日々の増減数を

　　測定することで、「いつ、どのくらい注目が集まったか」

　　を知るための広告効果測定の指標として利用できる。

(２) 相関スコア分析 (図３)

　　　相関スコア分析の目的は、ブランドに関わるキーワード

　　を抽出して、ブランドイメージや競合を明らかにすること

　　である。「電化製品とメーカー」や「ドラマ番組と俳優」

　　など、何らかの関係を持つキーワードがブログ記事に含ま

　　れていることが多い。異なるキーワードが同時に使われる

　　ブログ記事が多ければ、それらのキーワードの間に何らか

　　の関係が認められる可能性が高い。

　　　相関スコア分析では、ブランドを表すキーワードを含む

　　ブログ記事をサンプリングして、各ブログ記事から、その

　　キーワードと同時に使われている他のキーワード(以下、

　　相関キーワード)を抽出する。同じブログ記事で調査対象

　　のキーワードと相関キーワードが同時に出現する確率と、

　　個別に出現する確率の比を相互関係の強さとみなして、相

　　互情報量（MI: Mutual Information）スコア［11］を用いて

　　評点計算する。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている競合やイメージ

　　をキーワードとして把握し、相互関係の強さを数値化する

　　ことで、「ブランドから何を、どのくらいイメージできる

　　か」を知るためのブランド効果測定の指標として利用できる。

(３) 評判分析 (図４)

　　　評判分析の目的は、ブログ記事の内容を良い（肯定的）

　　意見、または悪い（否定的）意見で評価し、ブランドに対

　　する顧客満足度を把握することである。肯定的なブログ記

　　事には、「よい」「素晴らしい」などの肯定表現が多く使

　　われる。一方で、否定的なブログ記事には、「悪い」「ひ

　　どい」などの否定表現が多く使われる。ブログ記事中の肯

　　定表現または否定表現（以下、両表現を合わせて評価表現）

　　を手がかりにして、ブログ記事を肯定的内容、及び否定的

　　内容で評点する。

　　　評判分析では、あらかじめ評価表現に対して評価軸ごと

　　に肯定を正の数値、否定を負の数値とした辞書データ（以

　　下、評価表現辞書）を準備しておき、指定したブランドを

　　表すキーワードを含むブログ記事から、評価表現を抽出し

　　てスコアリング関数を用いて評点計算する。評価表現辞書

　　は、肯定的内容と否定的内容に分類した各２００件のブロ

　　グ記事から評価表現を抽出して、両分類における出現確率

　　を辞書スコアとして自動生成する［１２］。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている肯定的、または

　　否定的イメージを数値化することで、ブランドに対する顧

　　客満足度測定の指標として利用できる。

(４) サイト活性度分析 (図５)

　　　サイト活性度分析の目的は、ブランドに対する情報発信

　　量とブログの活性度を数値化して、世論をリードするブロ

　　ガー（以下、アルファブロガー）を発見することである。

　　専門的な情報が豊富であり、更新が活発なブログはリピー

　　ターが多く、そこから発信される情報を流布する利用者（以

　　下、インフルエンサ）が数多く訪れる傾向がある。ブラン

　　ドに対する情報発信量が高く、かつ更新間隔が短いブログ

　　は、インフルエンサに対する影響が大きいと考えられる。

　　　サイト活性度分析では、ブランドを表すキーワードを含

　　む記事をサンプリングして、個々のブログの情報発信量と

　　更新頻度を計算する。情報発信量を測る指標は、サンプ

　　リングした記事数に対して個々のブログが発信した記事

　　数の割合（以下、関連記事投稿率）とする。更新頻度は、

　　現在時刻から最新記事の発信日時までの相対時間の逆数（以

　　下、更新度）とする。関連情報投稿率と更新度が共に高い

　　サイトは読み手に対する影響力が高く、両数値が低いもの

　　は影響力も低いと仮定する。

　　　ブログサイトの情報発信量と活性度を比較することで、

　　ブロガーを影響力のある「アルファブロガータイプ」、ブ

　　ランドに最近興味を持った「新参者タイプ」、かつて興味

　　を持っていた「引退者タイプ」、影響力の低い「一般タイ

　　プ」に分類する指標として利用できる。

図1  ブログ解析の概要

分析担当者

ウェブブラウザ
（IE, FireFox）

結果をグラフ描画するウェブサーバ装置

インターネット

ブログサービス

ブロガー

ブログ収集プロセス

クローラ／
インデクサ装置

サンプリングしたプログ記事を
解析する

キーワードを含む記事を
検索装置を使ってサンプ
リングする

解析装置 検索装置

テキストマイニングエンジン

キーワード出現分析

相関スコア分析

評判分析

サイト活性度分析

ブログ解析システム

ブログサービスを定期巡回して
ブログ記事を収集する

収集したブログ記事からスプ
ログを取り除いて、検索装置
に登録する

調査するキーワードを
入力する

ブログ解析プロセス

3.2 ブログ解析の概要
　本研究開発におけるブログ解析は、図１に示すようなブログ

収集プロセスとブログ解析プロセスから成る。 以下では、ブ

ログサイトを単にブログ、ブログの1ページをブログ記事と呼

ぶ。また、企業がブログ解析を活用する際の調査対象になる商

品・サービス、企業イメージ等をブランドと呼び、これをキー

ワードとして扱うことを前提とする。

(１) ブログ収集プロセス

　　　ブログ収集プロセスは、インターネットからブログ記事

　　を収集して、ブログ解析プロセスで利用できるように保存

　　管理するプロセスである。現在、1日あたり約40万件の

　　ブログ記事を収集して、ブログ解析プロセスで利用できる

　　ように索引登録している。

　　　ブログ収集プロセスでは日本語で書かれたブログ記事を

　　収集する。集客目的で発信される無意味なキーワードの羅

　　列を掲載したブログや、他人のブログを多数複製したブロ

　　グなどは、スパムブログ（以下、スプログ）として解析精度

　　を低下させる原因となる。このため、スプログと疑われる

　　ものは、特徴的な記述パタンを自動抽出してブログ収集プ

　　ロセスで、できるだけ取り除いている。

　　１.クローラ/インデクサ装置は、インターネットのブログ 

　　　を定期巡回して、要約情報（RSS: Rich Site Summary)[９]

　　　からブログ記事を収集する。

　　２.クローラ/インデクサ装置は、収集したブログ記事から、

　　　スプログと疑われる記事を取り除いたブログ記事を検索

　　　装置に索引登録する。

　　　クローラ/インデクサ装置は、手作業で設定した初期サ

　　イトから別サイトへのリンク情報を抽出して、巡回サイト

　　を自動的に登録することで収集範囲を次第に拡大する

　　Harvest方式［１０］を採用している。ブログの種類やサー

　　ビスドメインを選別して、特に収集範囲を制限することは

　　していない。

(２) ブログ解析プロセス

　　　ブログ解析プロセスは、調査担当者が指定したキーワー

　　ドをもとに、収集したブログ記事を後述する解析方式で処

　　理するプロセスである。２００７年１２月末時点で、約５５０

　　万件のブログ記事を検索して、ほぼリアルタイムで解析す

　　ることができる。

　　１.調査担当者は、ウェブサーバ装置に設置したブログ解析

　　　ページに、ブランドを表すキーワードを最大４つまで入

　　　力する。

　　２.解析装置は検索装置を使ってキーワードを含むブログ記

　　　事を、記事の公開時期、ヒット数等をもとに一定数を検

　　　索して抽出(サンプリング)する。

　　３.解析装置はサンプリングしたブログ記事を、テキストマ

　　　イニングエンジンで解析して、結果をウェブサイトで　

　　　調査担当者に各種グラフで表示する。

　当社では、不特定多数のブログを日々収集、解析することで、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者ニーズを自

動的に発見する技術の研究開発を進めている。本技術の特徴は、

消費者ニーズを素早く発見して、複数の視点から比較するこ

とで、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活動の効

果測定に寄与するシステムを構築できることである。現在は、

研究成果をもとにした企業ユーザ向けのブログ解析サービス

を試験公開しながら、顧客候補になる企業へのプロモーション

活動を含めた事業化検討を続けている。

　現在までの試験サービスの運用の結果から、ブログの収集

範囲を拡大するに従って、スプログの割合が増加することが

明らかになっている。試験サービスの運用開始から現在まで

に索引化されているブログのうち、およそ２０％がスプログで

ある疑いがある。スプログの記述パタンや含まれるキーワー

ドを調査して、効果的なスプログ除去を対策中である。

　試験サービスでブログ情報として収集している要約情報には、

コメントやトラックバックなどのブログ記事以外の情報が欠

如している。今後、ブログの情報伝達経路やコミュニティを

特定するなどの解析を行なうためには、このようなブログ特

有の情報収集が今後の課題となる。

図２  キーワード出現分析 図３  相関スコア分析

 
図４  評判分析 図５  サイト活性度分析
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ブログ解析技術の研究開発

Research of Weblog Analysis Technology for Discovering and Acquiring Consumer Needs 
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概要
　ブログサービスの普及で消費者が気軽に情報発信できるようになり、企業が消費者ニーズを集める場として注

目が高まっている。一方で、従来の検索システムを使って個々のブログを検索するだけでは、多くのブログを横断

的に読まなければわからない「消費者の声」を探し出すことが難しくなっている。

　我々は、インターネットで公開されているブログを自動的に収集して、消費者の興味や考え方を、テキストマイニ

ング技術を用いて統計的に分析する技術の研究開発を進めている。本稿では、今までの研究成果、及び事業化

構想について報告する。

1. はじめに

4. おわりに

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/

rt060310/4_xmlwg.pdf
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2. ブログ解析の意義

 

　近年、爆発的に増加したブログ(Weblog)やソーシャル・

ネットワーク・サービス(SNS: Social Network Service)な

どの利用者参加型コンテンツでは、人気商品やサービスに関

する消費者の生の声が忌憚なく豊富に語られているため、企

業が商品企画やプロモーション活動を行なう際に活用できる

重要な情報源として注目されている。

　従来は消費者が商品を購入するために各店舗を訪れて商品

情報を集める必要があったが、インターネットを利用すると

商品情報だけでなく、実際にその商品を利用した口コミ情報

も容易に入手することができる。このような情報入手コスト

の低下が商品情報の比較検討を容易にして、購入前後の商品

評価のギャップを縮小し、消費者満足度を高めることに繋

がっている［１］。

　我々は、消費者がブログで発信している情報には、特定商

品に対する注目度と評判や、ライフスタイルの変化などの、

消費活動を把握するための重要なヒントになる情報が含まれ

ていると考えている。従来の検索技術と異なる技術を用いて、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者集団の趣味や

考え方など(以下、消費者ニーズ)を自動的に発見するシステム

の研究開発を進めている。

　本研究開発の成果によって、消費者が発信した情報から今ま

で見えなかった消費者ニーズを見つけ出せるようになると、企

業によるブログ情報活用が活発化する。これが製品・サービス

に反映されて消費者の満足度が高まることで、良質の製品・

サービスの販売促進につながり、さらに多くの消費者が有益な

情報を発信するようになる。我々は、本研究開発を通じて、こ

のような正のフィードバック(外部経済)を生み出す技術の確立

を目指している。

2.1 ブログ解析の背景
　２００７年３月の国内ブログサービスの純利用者数は８６８万人、

個人が開設したブログを毎日閲覧する利用者は全体の１２.４%

に達する［２］。現在、ブログは消費者に広く影響を与える情

報メディアに成長していると言え、企業が消費者ニーズを分析

するための基本情報として活用できると考えられる。

　消費者の集団的嗜好の発見は、ビジネスの成功要因のひとつ

に位置づけることができる。インターネットの普及で、消費者

は気軽に情報発信できるようになり、企業はそこから消費者の

生の声を豊富に集められるようになった。消費者が書くブログ

は、匿名性が高いという意識があるために本音を書き易く、消

費者ニーズを発見するための低コストかつ効率的な情報入手の

手段として適している。

　その反面、ブログ人気の高さからブログを書いている消費者

(以下、ブロガー)の属性(職業、性別、年齢、興味などの固有

情報)や書かれている話題が様々であり、全ての情報が利用者

にとって有益であるとは言い難い。このことから、ブログには

高い割合で企業にとって不要といえる情報が混在しているため、

適切な情報を簡単に発見・獲得する仕組みが必要である。

　Google［３］やYahoo!［４］に代表される情報検索サービ

ス(以下、コンテンツ検索)は、今日のインターネットの情報を

活用する上で欠かせないサービスに位置づけられている。これ

らのサービスは、指定したキーワードから利用者が求める必要

なコンテンツを効率的に探し出す手段として有効である。しか

し、コンテンツ検索で個々のブログを探し続けるだけでは、多

くのブログを横断的に見ないと明らかにならない消費者ニーズ

を探し出すことは極めて難しいと言える。

2.2 ブログ解析への期待
　近年の情報活用手段は、個々のコンテンツを探し出すための

コンテンツ検索サービスから、コンテンツ全体から消費者ニー

ズ獲得に結びつく共通情報を発見する解析サービスに拡大して

いると考えられる。

　ブログ解析で得られる情報とは、従来のコンテンツ検索で得

ることはできず、不特定多数のブログを日々収集して、様々な

観点から解析することで明らかになる情報を指す。たとえば、

特定の話題の取り上げられ方や周辺情報を時系列で定量化した

情報から、マクロ観点で消費者ニーズの動向を観察することが

できる。また、個々のブログで話題の賛否や更新頻度から、ブ

ロガーの属性にもとづく分類が可能になる。

　ネットリサーチをビジネスに活用している企業では、従来の

コンテンツ検索で得ることが難しかった世論の動きやライフ

スタイルの変化に繋がる情報を素早く検知して、新しい消費者

ニーズ獲得に使える情報を得ることが期待されている。

2.3 ブログ解析の課題
　ブログ解析は企業にとって有益であると考えられるが、個々

の企業が日常的に大量のブログを収集して、安全に管理しなが

ら分析調査を行なうことは、以下の理由から非常に負担が大きい。 

(１)  極めて大量のブログを保管しなければならない．

　　　Technorati 社の調査では、２００７年４月現在の日本語

　　ブログサイト数は、約２,５９０万に達しており、全世界で

　　発信されているブログの約３７％(言語別順位で第一位)を

　　占めている［５］。また、同社が日々収集しているブログ記

　　事数は１日あたり１５０万件程度と報告されている。

　　　世間の意見を幅広く集め、世論を反映したブログ解析を

　　行なうためには、多彩な話題を扱っているブログを、広範

　　囲かつ継続的に収集する必要がある。加えて、解析に必要

　　なブログを絞り込んで効率的に検索する必要がある。

(２) ブログ情報から目的にあった指標を探し出さなければなら

　　ない

　　　ブログは定性的な情報であり、利用者の観点によって内

　　容の捉え方が異なる。単一の観点で分析を行なうために、

　　目的に応じた評価基準を定めるための指標が必要である。

　　また、極めて大量に発信し続けられているブログを、利用

　　者自身が逐一読み、必要な情報を日々整理することは不可

　　能である。

　　　ブログのような定性情報から、利用者にとって有益な情

　　報を効率的に発見するためには、分析目的に合った情報を

　　取り出して定量的に指標化する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み
3.1 研究開発の概要
　インテックシステム研究所(以下、当社)では、企業ユーザがブラ

ンド調査に要する情報を、様々な観点から容易に抽出できる仕組

みを構築することが、２.３節で述べた課題の解決に繋がると考え

ている。そこで、消費者がブログで発信する情報を自動的かつ継

続的に収集して、そこに書かれた「消費者の声」から消費者ニーズ

を発見するブログ解析サービスの研究開発を進めている。

　類似したブログ解析サービスとしては、kizasi.jp[６]、

SHOOTI [７]、BuzTunes[８] などが、それぞれ独自技術を用

いたサービスを提供している。他サービスと比べた本研究開発

の強みは、ブログから取り出した情報を調査対象に対する「満

足度」や「価格」などの異なる観点(以下、評価軸)で比較でき

る点である。調査対象を比較することで他者との違いや変化を

素早く見つけ、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活

動の効果測定に生かすことを想定している。

　この考えに基づいて、現在公開している試験サービスでは、

最大４つのキーワードを異なる２つの評価軸で比較する機能を

提供している。表１は、現在当社でサービス化しているブログ解

析技術である。各解析技術の詳細は３.２節と３.３節で説明する。
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3.4 ブログ解析の事業化構想
　当社では本研究成果の事業化を目指して、３.２節で述べた

ブログ解析技術を基盤とした企業顧客向けの試験サービスを、

２００７年１２月初旬から運用している。同サービスは２００７年

１２月末時点で、国内の約５５０万件のブログ記事を収集、解析

できるようになっており、段階的に収集範囲を広げている。

　試験サービスは、企業顧客を対象にしたリサーチ業務向けの

調査ツールとして、将来的にサービス提供することを想定して

いる。ここで、試験サービスで提供する解析機能について、次

の３通りの活用イメージが考えられる。

(1) ブランドに対する世間の反応の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による商品

　　調査に用いる。または、広報・投資家向け広報（IR: 

　　Investor Relations）担当者による企業のリスク、及び

　　広報等の情報収集に用いる。自社及び他社（競合、パート

　　ナー）の企業・商品ブランドを把握する情報として活用して、

　　ブランドに対する世間の反応が把握することで、企業がとっ

　　た事業活動に対する世間の反応や予期しない注目度の変化

　　から、ブランドに対する影響やリスクを明らかにできる。

(２) 消費者の利用状況（利用シーン）の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による新企

　　画立案のための素材探索に用いる。消費者の商品に対する

　　イメージや評価を明らかにし、いつ、どこで、どのように

　　使われているかといった消費者の利用実態を明らかにする

　　情報として活用することで、今までと異なる思いも付かな

　　い利用状況を見つけ出し、隠れた消費者ニーズを発見する

　　ことが期待できる。

(３) 口コミ広告の効果の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による広告

　　効果の把握、及び広告対象の検索に用いる。消費者の意見、

　　感想などの口コミ効果を定量化した情報として活用して、

　　広告コストに対する効果を定量的に評価することができる。

　　また、プロモーション活動での試供品(サンプル品)を提供

　　する広告対象となる、アルファブロガーの検索に役立てる

　　ことができる。

　インターネットを使ったアンケート形式のネットリサーチを請け

負う企業は多数あるが、ブログ情報から消費者ニーズを発見、抽

出して、多角的な分析サービスを提供できる企業はごく少数に限

られているため、事業領域に対するインパクトは大きいと考えて

いる。活用イメージにもとづいて、表２のような事業領域とサービ

スへの応用を想定している。

表１  インテックシステム研究所が提供するブログ解析技術

分析種別　　   利用目的　　    想定する利用事例　  得られる情報

（4）
サイト活性度
分析

ブロガーの分類
情報源・経路の
発見

製品の情報流布に関わ
るブロガーを特定したい。

（1）
キーワード
出現分析

（2）
相関スコア
分析

（3）
評判分析

広告効果の測定
流行（イベント）の
発見
周辺情報の発見
ブランド効果の
測定
顧客満足度の測定
強み・脅威の発見

製品のプロモーション
活動の効果を知りたい。

消費者の意見から自社
ブランドのイメージを
知りたい。
自社製品と競合製品
の評判や顧客満足度
を知りたい。

ブログ数と注目
度の変化

連想キーワード
と関係の強さ

ブログ記事の
肯定/否定の
分類
ブログ発信量と
更新頻度

表２  想定する事業領域とサービス

事業領域　　　　　　　　　　  想定サービス
ネットリサーチ
コンサルティング

風評監視
顧客満足度測定

ネット広告
企画プロモーション
ブログ/SNS提供

ポータル

消費者ブログ調査
アンケート調査

広告効果測定
ブランド効果測定
トレンド、仲間発見、ブログ集客等の付加価値機能

3.3 ブログ解析の種類
　３.２節で説明したブログ解析プロセスの項目３で用いるテ

キストマイニングエンジンは、表１に示したブログ解析に対応

した機能を提供している。各ブログ解析技術の内容は次のとお

りである。各解析結果は図２に示すグラフで表示する。

(１) キーワード出現分析 (図２)

　　　キーワード出現分析の目的は、ブランドに対する世間の

　　注目度の時系列的な変化、及び傾向を把握することである。

　　世間的な関心を集める話題があれば、多くのブロガーがそ

　　の話題を取り上げたブログ記事を作成する傾向があると考

　　えらえる。話題を表すキーワードが使われているブログ記

　　事数の増減を観察することで、その話題に対する注目度を

　　知る手がかりにできると考えられる。

　　　キーワード出現分析では、ブランドを表すキーワードを

　　含むブログ記事をサンプリングして、発信日時に沿った記

　　事数の増減をグラフ化する。グラフ中でブログ記事数が急

　　激に増加している期間があれば、そのキーワードに対する

　　注目度が高まっていると予想できる。

　　　販売促進キャンペーンなどのマーケティング活動後の世

　　間の動きを把握するために、ブログ記事の日々の増減数を

　　測定することで、「いつ、どのくらい注目が集まったか」

　　を知るための広告効果測定の指標として利用できる。

(２) 相関スコア分析 (図３)

　　　相関スコア分析の目的は、ブランドに関わるキーワード

　　を抽出して、ブランドイメージや競合を明らかにすること

　　である。「電化製品とメーカー」や「ドラマ番組と俳優」

　　など、何らかの関係を持つキーワードがブログ記事に含ま

　　れていることが多い。異なるキーワードが同時に使われる

　　ブログ記事が多ければ、それらのキーワードの間に何らか

　　の関係が認められる可能性が高い。

　　　相関スコア分析では、ブランドを表すキーワードを含む

　　ブログ記事をサンプリングして、各ブログ記事から、その

　　キーワードと同時に使われている他のキーワード(以下、

　　相関キーワード)を抽出する。同じブログ記事で調査対象

　　のキーワードと相関キーワードが同時に出現する確率と、

　　個別に出現する確率の比を相互関係の強さとみなして、相

　　互情報量（MI: Mutual Information）スコア［11］を用いて

　　評点計算する。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている競合やイメージ

　　をキーワードとして把握し、相互関係の強さを数値化する

　　ことで、「ブランドから何を、どのくらいイメージできる

　　か」を知るためのブランド効果測定の指標として利用できる。

(３) 評判分析 (図４)

　　　評判分析の目的は、ブログ記事の内容を良い（肯定的）

　　意見、または悪い（否定的）意見で評価し、ブランドに対

　　する顧客満足度を把握することである。肯定的なブログ記

　　事には、「よい」「素晴らしい」などの肯定表現が多く使

　　われる。一方で、否定的なブログ記事には、「悪い」「ひ

　　どい」などの否定表現が多く使われる。ブログ記事中の肯

　　定表現または否定表現（以下、両表現を合わせて評価表現）

　　を手がかりにして、ブログ記事を肯定的内容、及び否定的

　　内容で評点する。

　　　評判分析では、あらかじめ評価表現に対して評価軸ごと

　　に肯定を正の数値、否定を負の数値とした辞書データ（以

　　下、評価表現辞書）を準備しておき、指定したブランドを

　　表すキーワードを含むブログ記事から、評価表現を抽出し

　　てスコアリング関数を用いて評点計算する。評価表現辞書

　　は、肯定的内容と否定的内容に分類した各２００件のブロ

　　グ記事から評価表現を抽出して、両分類における出現確率

　　を辞書スコアとして自動生成する［１２］。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている肯定的、または

　　否定的イメージを数値化することで、ブランドに対する顧

　　客満足度測定の指標として利用できる。

(４) サイト活性度分析 (図５)

　　　サイト活性度分析の目的は、ブランドに対する情報発信

　　量とブログの活性度を数値化して、世論をリードするブロ

　　ガー（以下、アルファブロガー）を発見することである。

　　専門的な情報が豊富であり、更新が活発なブログはリピー

　　ターが多く、そこから発信される情報を流布する利用者（以

　　下、インフルエンサ）が数多く訪れる傾向がある。ブラン

　　ドに対する情報発信量が高く、かつ更新間隔が短いブログ

　　は、インフルエンサに対する影響が大きいと考えられる。

　　　サイト活性度分析では、ブランドを表すキーワードを含

　　む記事をサンプリングして、個々のブログの情報発信量と

　　更新頻度を計算する。情報発信量を測る指標は、サンプ

　　リングした記事数に対して個々のブログが発信した記事

　　数の割合（以下、関連記事投稿率）とする。更新頻度は、

　　現在時刻から最新記事の発信日時までの相対時間の逆数（以

　　下、更新度）とする。関連情報投稿率と更新度が共に高い

　　サイトは読み手に対する影響力が高く、両数値が低いもの

　　は影響力も低いと仮定する。

　　　ブログサイトの情報発信量と活性度を比較することで、

　　ブロガーを影響力のある「アルファブロガータイプ」、ブ

　　ランドに最近興味を持った「新参者タイプ」、かつて興味

　　を持っていた「引退者タイプ」、影響力の低い「一般タイ

　　プ」に分類する指標として利用できる。

図1  ブログ解析の概要

分析担当者

ウェブブラウザ
（IE, FireFox）

結果をグラフ描画するウェブサーバ装置

インターネット

ブログサービス

ブロガー

ブログ収集プロセス

クローラ／
インデクサ装置

サンプリングしたプログ記事を
解析する

キーワードを含む記事を
検索装置を使ってサンプ
リングする

解析装置 検索装置

テキストマイニングエンジン

キーワード出現分析

相関スコア分析

評判分析

サイト活性度分析

ブログ解析システム

ブログサービスを定期巡回して
ブログ記事を収集する

収集したブログ記事からスプ
ログを取り除いて、検索装置
に登録する

調査するキーワードを
入力する

ブログ解析プロセス

3.2 ブログ解析の概要
　本研究開発におけるブログ解析は、図１に示すようなブログ

収集プロセスとブログ解析プロセスから成る。 以下では、ブ

ログサイトを単にブログ、ブログの1ページをブログ記事と呼

ぶ。また、企業がブログ解析を活用する際の調査対象になる商

品・サービス、企業イメージ等をブランドと呼び、これをキー

ワードとして扱うことを前提とする。

(１) ブログ収集プロセス

　　　ブログ収集プロセスは、インターネットからブログ記事

　　を収集して、ブログ解析プロセスで利用できるように保存

　　管理するプロセスである。現在、1日あたり約40万件の

　　ブログ記事を収集して、ブログ解析プロセスで利用できる

　　ように索引登録している。

　　　ブログ収集プロセスでは日本語で書かれたブログ記事を

　　収集する。集客目的で発信される無意味なキーワードの羅

　　列を掲載したブログや、他人のブログを多数複製したブロ

　　グなどは、スパムブログ（以下、スプログ）として解析精度

　　を低下させる原因となる。このため、スプログと疑われる

　　ものは、特徴的な記述パタンを自動抽出してブログ収集プ

　　ロセスで、できるだけ取り除いている。

　　１.クローラ/インデクサ装置は、インターネットのブログ 

　　　を定期巡回して、要約情報（RSS: Rich Site Summary)[９]

　　　からブログ記事を収集する。

　　２.クローラ/インデクサ装置は、収集したブログ記事から、

　　　スプログと疑われる記事を取り除いたブログ記事を検索

　　　装置に索引登録する。

　　　クローラ/インデクサ装置は、手作業で設定した初期サ

　　イトから別サイトへのリンク情報を抽出して、巡回サイト

　　を自動的に登録することで収集範囲を次第に拡大する

　　Harvest方式［１０］を採用している。ブログの種類やサー

　　ビスドメインを選別して、特に収集範囲を制限することは

　　していない。

(２) ブログ解析プロセス

　　　ブログ解析プロセスは、調査担当者が指定したキーワー

　　ドをもとに、収集したブログ記事を後述する解析方式で処

　　理するプロセスである。２００７年１２月末時点で、約５５０

　　万件のブログ記事を検索して、ほぼリアルタイムで解析す

　　ることができる。

　　１.調査担当者は、ウェブサーバ装置に設置したブログ解析

　　　ページに、ブランドを表すキーワードを最大４つまで入

　　　力する。

　　２.解析装置は検索装置を使ってキーワードを含むブログ記

　　　事を、記事の公開時期、ヒット数等をもとに一定数を検

　　　索して抽出(サンプリング)する。

　　３.解析装置はサンプリングしたブログ記事を、テキストマ

　　　イニングエンジンで解析して、結果をウェブサイトで　

　　　調査担当者に各種グラフで表示する。

　当社では、不特定多数のブログを日々収集、解析することで、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者ニーズを自

動的に発見する技術の研究開発を進めている。本技術の特徴は、

消費者ニーズを素早く発見して、複数の視点から比較するこ

とで、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活動の効

果測定に寄与するシステムを構築できることである。現在は、

研究成果をもとにした企業ユーザ向けのブログ解析サービス

を試験公開しながら、顧客候補になる企業へのプロモーション

活動を含めた事業化検討を続けている。

　現在までの試験サービスの運用の結果から、ブログの収集

範囲を拡大するに従って、スプログの割合が増加することが

明らかになっている。試験サービスの運用開始から現在まで

に索引化されているブログのうち、およそ２０％がスプログで

ある疑いがある。スプログの記述パタンや含まれるキーワー

ドを調査して、効果的なスプログ除去を対策中である。

　試験サービスでブログ情報として収集している要約情報には、

コメントやトラックバックなどのブログ記事以外の情報が欠

如している。今後、ブログの情報伝達経路やコミュニティを

特定するなどの解析を行なうためには、このようなブログ特

有の情報収集が今後の課題となる。

図２  キーワード出現分析 図３  相関スコア分析

 
図４  評判分析 図５  サイト活性度分析
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概要
　ブログサービスの普及で消費者が気軽に情報発信できるようになり、企業が消費者ニーズを集める場として注

目が高まっている。一方で、従来の検索システムを使って個々のブログを検索するだけでは、多くのブログを横断

的に読まなければわからない「消費者の声」を探し出すことが難しくなっている。

　我々は、インターネットで公開されているブログを自動的に収集して、消費者の興味や考え方を、テキストマイニ

ング技術を用いて統計的に分析する技術の研究開発を進めている。本稿では、今までの研究成果、及び事業化

構想について報告する。
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2. ブログ解析の意義

 

　近年、爆発的に増加したブログ(Weblog)やソーシャル・

ネットワーク・サービス(SNS: Social Network Service)な

どの利用者参加型コンテンツでは、人気商品やサービスに関

する消費者の生の声が忌憚なく豊富に語られているため、企

業が商品企画やプロモーション活動を行なう際に活用できる

重要な情報源として注目されている。

　従来は消費者が商品を購入するために各店舗を訪れて商品

情報を集める必要があったが、インターネットを利用すると

商品情報だけでなく、実際にその商品を利用した口コミ情報

も容易に入手することができる。このような情報入手コスト

の低下が商品情報の比較検討を容易にして、購入前後の商品

評価のギャップを縮小し、消費者満足度を高めることに繋

がっている［１］。

　我々は、消費者がブログで発信している情報には、特定商

品に対する注目度と評判や、ライフスタイルの変化などの、

消費活動を把握するための重要なヒントになる情報が含まれ

ていると考えている。従来の検索技術と異なる技術を用いて、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者集団の趣味や

考え方など(以下、消費者ニーズ)を自動的に発見するシステム

の研究開発を進めている。

　本研究開発の成果によって、消費者が発信した情報から今ま

で見えなかった消費者ニーズを見つけ出せるようになると、企

業によるブログ情報活用が活発化する。これが製品・サービス

に反映されて消費者の満足度が高まることで、良質の製品・

サービスの販売促進につながり、さらに多くの消費者が有益な

情報を発信するようになる。我々は、本研究開発を通じて、こ

のような正のフィードバック(外部経済)を生み出す技術の確立

を目指している。

2.1 ブログ解析の背景
　２００７年３月の国内ブログサービスの純利用者数は８６８万人、

個人が開設したブログを毎日閲覧する利用者は全体の１２.４%

に達する［２］。現在、ブログは消費者に広く影響を与える情

報メディアに成長していると言え、企業が消費者ニーズを分析

するための基本情報として活用できると考えられる。

　消費者の集団的嗜好の発見は、ビジネスの成功要因のひとつ

に位置づけることができる。インターネットの普及で、消費者

は気軽に情報発信できるようになり、企業はそこから消費者の

生の声を豊富に集められるようになった。消費者が書くブログ

は、匿名性が高いという意識があるために本音を書き易く、消

費者ニーズを発見するための低コストかつ効率的な情報入手の

手段として適している。

　その反面、ブログ人気の高さからブログを書いている消費者

(以下、ブロガー)の属性(職業、性別、年齢、興味などの固有

情報)や書かれている話題が様々であり、全ての情報が利用者

にとって有益であるとは言い難い。このことから、ブログには

高い割合で企業にとって不要といえる情報が混在しているため、

適切な情報を簡単に発見・獲得する仕組みが必要である。

　Google［３］やYahoo!［４］に代表される情報検索サービ

ス(以下、コンテンツ検索)は、今日のインターネットの情報を

活用する上で欠かせないサービスに位置づけられている。これ

らのサービスは、指定したキーワードから利用者が求める必要

なコンテンツを効率的に探し出す手段として有効である。しか

し、コンテンツ検索で個々のブログを探し続けるだけでは、多

くのブログを横断的に見ないと明らかにならない消費者ニーズ

を探し出すことは極めて難しいと言える。

2.2 ブログ解析への期待
　近年の情報活用手段は、個々のコンテンツを探し出すための

コンテンツ検索サービスから、コンテンツ全体から消費者ニー

ズ獲得に結びつく共通情報を発見する解析サービスに拡大して

いると考えられる。

　ブログ解析で得られる情報とは、従来のコンテンツ検索で得

ることはできず、不特定多数のブログを日々収集して、様々な

観点から解析することで明らかになる情報を指す。たとえば、

特定の話題の取り上げられ方や周辺情報を時系列で定量化した

情報から、マクロ観点で消費者ニーズの動向を観察することが

できる。また、個々のブログで話題の賛否や更新頻度から、ブ

ロガーの属性にもとづく分類が可能になる。

　ネットリサーチをビジネスに活用している企業では、従来の

コンテンツ検索で得ることが難しかった世論の動きやライフ

スタイルの変化に繋がる情報を素早く検知して、新しい消費者

ニーズ獲得に使える情報を得ることが期待されている。

2.3 ブログ解析の課題
　ブログ解析は企業にとって有益であると考えられるが、個々

の企業が日常的に大量のブログを収集して、安全に管理しなが

ら分析調査を行なうことは、以下の理由から非常に負担が大きい。 

(１)  極めて大量のブログを保管しなければならない．

　　　Technorati 社の調査では、２００７年４月現在の日本語

　　ブログサイト数は、約２,５９０万に達しており、全世界で

　　発信されているブログの約３７％(言語別順位で第一位)を

　　占めている［５］。また、同社が日々収集しているブログ記

　　事数は１日あたり１５０万件程度と報告されている。

　　　世間の意見を幅広く集め、世論を反映したブログ解析を

　　行なうためには、多彩な話題を扱っているブログを、広範

　　囲かつ継続的に収集する必要がある。加えて、解析に必要

　　なブログを絞り込んで効率的に検索する必要がある。

(２) ブログ情報から目的にあった指標を探し出さなければなら

　　ない

　　　ブログは定性的な情報であり、利用者の観点によって内

　　容の捉え方が異なる。単一の観点で分析を行なうために、

　　目的に応じた評価基準を定めるための指標が必要である。

　　また、極めて大量に発信し続けられているブログを、利用

　　者自身が逐一読み、必要な情報を日々整理することは不可

　　能である。

　　　ブログのような定性情報から、利用者にとって有益な情

　　報を効率的に発見するためには、分析目的に合った情報を

　　取り出して定量的に指標化する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み
3.1 研究開発の概要
　インテックシステム研究所(以下、当社)では、企業ユーザがブラ

ンド調査に要する情報を、様々な観点から容易に抽出できる仕組

みを構築することが、２.３節で述べた課題の解決に繋がると考え

ている。そこで、消費者がブログで発信する情報を自動的かつ継

続的に収集して、そこに書かれた「消費者の声」から消費者ニーズ

を発見するブログ解析サービスの研究開発を進めている。

　類似したブログ解析サービスとしては、kizasi.jp[６]、

SHOOTI [７]、BuzTunes[８] などが、それぞれ独自技術を用

いたサービスを提供している。他サービスと比べた本研究開発

の強みは、ブログから取り出した情報を調査対象に対する「満

足度」や「価格」などの異なる観点(以下、評価軸)で比較でき

る点である。調査対象を比較することで他者との違いや変化を

素早く見つけ、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活

動の効果測定に生かすことを想定している。

　この考えに基づいて、現在公開している試験サービスでは、

最大４つのキーワードを異なる２つの評価軸で比較する機能を

提供している。表１は、現在当社でサービス化しているブログ解

析技術である。各解析技術の詳細は３.２節と３.３節で説明する。
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3.4 ブログ解析の事業化構想
　当社では本研究成果の事業化を目指して、３.２節で述べた

ブログ解析技術を基盤とした企業顧客向けの試験サービスを、

２００７年１２月初旬から運用している。同サービスは２００７年

１２月末時点で、国内の約５５０万件のブログ記事を収集、解析

できるようになっており、段階的に収集範囲を広げている。

　試験サービスは、企業顧客を対象にしたリサーチ業務向けの

調査ツールとして、将来的にサービス提供することを想定して

いる。ここで、試験サービスで提供する解析機能について、次

の３通りの活用イメージが考えられる。

(1) ブランドに対する世間の反応の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による商品

　　調査に用いる。または、広報・投資家向け広報（IR: 

　　Investor Relations）担当者による企業のリスク、及び

　　広報等の情報収集に用いる。自社及び他社（競合、パート

　　ナー）の企業・商品ブランドを把握する情報として活用して、

　　ブランドに対する世間の反応が把握することで、企業がとっ

　　た事業活動に対する世間の反応や予期しない注目度の変化

　　から、ブランドに対する影響やリスクを明らかにできる。

(２) 消費者の利用状況（利用シーン）の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による新企

　　画立案のための素材探索に用いる。消費者の商品に対する

　　イメージや評価を明らかにし、いつ、どこで、どのように

　　使われているかといった消費者の利用実態を明らかにする

　　情報として活用することで、今までと異なる思いも付かな

　　い利用状況を見つけ出し、隠れた消費者ニーズを発見する

　　ことが期待できる。

(３) 口コミ広告の効果の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による広告

　　効果の把握、及び広告対象の検索に用いる。消費者の意見、

　　感想などの口コミ効果を定量化した情報として活用して、

　　広告コストに対する効果を定量的に評価することができる。

　　また、プロモーション活動での試供品(サンプル品)を提供

　　する広告対象となる、アルファブロガーの検索に役立てる

　　ことができる。

　インターネットを使ったアンケート形式のネットリサーチを請け

負う企業は多数あるが、ブログ情報から消費者ニーズを発見、抽

出して、多角的な分析サービスを提供できる企業はごく少数に限

られているため、事業領域に対するインパクトは大きいと考えて

いる。活用イメージにもとづいて、表２のような事業領域とサービ

スへの応用を想定している。

表１  インテックシステム研究所が提供するブログ解析技術

分析種別　　   利用目的　　    想定する利用事例　  得られる情報

（4）
サイト活性度
分析

ブロガーの分類
情報源・経路の
発見

製品の情報流布に関わ
るブロガーを特定したい。

（1）
キーワード
出現分析

（2）
相関スコア
分析

（3）
評判分析

広告効果の測定
流行（イベント）の
発見
周辺情報の発見
ブランド効果の
測定
顧客満足度の測定
強み・脅威の発見

製品のプロモーション
活動の効果を知りたい。

消費者の意見から自社
ブランドのイメージを
知りたい。
自社製品と競合製品
の評判や顧客満足度
を知りたい。

ブログ数と注目
度の変化

連想キーワード
と関係の強さ

ブログ記事の
肯定/否定の
分類
ブログ発信量と
更新頻度

表２  想定する事業領域とサービス

事業領域　　　　　　　　　　  想定サービス
ネットリサーチ
コンサルティング

風評監視
顧客満足度測定

ネット広告
企画プロモーション
ブログ/SNS提供

ポータル

消費者ブログ調査
アンケート調査

広告効果測定
ブランド効果測定
トレンド、仲間発見、ブログ集客等の付加価値機能

3.3 ブログ解析の種類
　３.２節で説明したブログ解析プロセスの項目３で用いるテ

キストマイニングエンジンは、表１に示したブログ解析に対応

した機能を提供している。各ブログ解析技術の内容は次のとお

りである。各解析結果は図２に示すグラフで表示する。

(１) キーワード出現分析 (図２)

　　　キーワード出現分析の目的は、ブランドに対する世間の

　　注目度の時系列的な変化、及び傾向を把握することである。

　　世間的な関心を集める話題があれば、多くのブロガーがそ

　　の話題を取り上げたブログ記事を作成する傾向があると考

　　えらえる。話題を表すキーワードが使われているブログ記

　　事数の増減を観察することで、その話題に対する注目度を

　　知る手がかりにできると考えられる。

　　　キーワード出現分析では、ブランドを表すキーワードを

　　含むブログ記事をサンプリングして、発信日時に沿った記

　　事数の増減をグラフ化する。グラフ中でブログ記事数が急

　　激に増加している期間があれば、そのキーワードに対する

　　注目度が高まっていると予想できる。

　　　販売促進キャンペーンなどのマーケティング活動後の世

　　間の動きを把握するために、ブログ記事の日々の増減数を

　　測定することで、「いつ、どのくらい注目が集まったか」

　　を知るための広告効果測定の指標として利用できる。

(２) 相関スコア分析 (図３)

　　　相関スコア分析の目的は、ブランドに関わるキーワード

　　を抽出して、ブランドイメージや競合を明らかにすること

　　である。「電化製品とメーカー」や「ドラマ番組と俳優」

　　など、何らかの関係を持つキーワードがブログ記事に含ま

　　れていることが多い。異なるキーワードが同時に使われる

　　ブログ記事が多ければ、それらのキーワードの間に何らか

　　の関係が認められる可能性が高い。

　　　相関スコア分析では、ブランドを表すキーワードを含む

　　ブログ記事をサンプリングして、各ブログ記事から、その

　　キーワードと同時に使われている他のキーワード(以下、

　　相関キーワード)を抽出する。同じブログ記事で調査対象

　　のキーワードと相関キーワードが同時に出現する確率と、

　　個別に出現する確率の比を相互関係の強さとみなして、相

　　互情報量（MI: Mutual Information）スコア［11］を用いて

　　評点計算する。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている競合やイメージ

　　をキーワードとして把握し、相互関係の強さを数値化する

　　ことで、「ブランドから何を、どのくらいイメージできる

　　か」を知るためのブランド効果測定の指標として利用できる。

(３) 評判分析 (図４)

　　　評判分析の目的は、ブログ記事の内容を良い（肯定的）

　　意見、または悪い（否定的）意見で評価し、ブランドに対

　　する顧客満足度を把握することである。肯定的なブログ記

　　事には、「よい」「素晴らしい」などの肯定表現が多く使

　　われる。一方で、否定的なブログ記事には、「悪い」「ひ

　　どい」などの否定表現が多く使われる。ブログ記事中の肯

　　定表現または否定表現（以下、両表現を合わせて評価表現）

　　を手がかりにして、ブログ記事を肯定的内容、及び否定的

　　内容で評点する。

　　　評判分析では、あらかじめ評価表現に対して評価軸ごと

　　に肯定を正の数値、否定を負の数値とした辞書データ（以

　　下、評価表現辞書）を準備しておき、指定したブランドを

　　表すキーワードを含むブログ記事から、評価表現を抽出し

　　てスコアリング関数を用いて評点計算する。評価表現辞書

　　は、肯定的内容と否定的内容に分類した各２００件のブロ

　　グ記事から評価表現を抽出して、両分類における出現確率

　　を辞書スコアとして自動生成する［１２］。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている肯定的、または

　　否定的イメージを数値化することで、ブランドに対する顧

　　客満足度測定の指標として利用できる。

(４) サイト活性度分析 (図５)

　　　サイト活性度分析の目的は、ブランドに対する情報発信

　　量とブログの活性度を数値化して、世論をリードするブロ

　　ガー（以下、アルファブロガー）を発見することである。

　　専門的な情報が豊富であり、更新が活発なブログはリピー

　　ターが多く、そこから発信される情報を流布する利用者（以

　　下、インフルエンサ）が数多く訪れる傾向がある。ブラン

　　ドに対する情報発信量が高く、かつ更新間隔が短いブログ

　　は、インフルエンサに対する影響が大きいと考えられる。

　　　サイト活性度分析では、ブランドを表すキーワードを含

　　む記事をサンプリングして、個々のブログの情報発信量と

　　更新頻度を計算する。情報発信量を測る指標は、サンプ

　　リングした記事数に対して個々のブログが発信した記事

　　数の割合（以下、関連記事投稿率）とする。更新頻度は、

　　現在時刻から最新記事の発信日時までの相対時間の逆数（以

　　下、更新度）とする。関連情報投稿率と更新度が共に高い

　　サイトは読み手に対する影響力が高く、両数値が低いもの

　　は影響力も低いと仮定する。

　　　ブログサイトの情報発信量と活性度を比較することで、

　　ブロガーを影響力のある「アルファブロガータイプ」、ブ

　　ランドに最近興味を持った「新参者タイプ」、かつて興味

　　を持っていた「引退者タイプ」、影響力の低い「一般タイ

　　プ」に分類する指標として利用できる。

図1  ブログ解析の概要
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検索装置を使ってサンプ
リングする

解析装置 検索装置

テキストマイニングエンジン

キーワード出現分析

相関スコア分析

評判分析

サイト活性度分析

ブログ解析システム

ブログサービスを定期巡回して
ブログ記事を収集する

収集したブログ記事からスプ
ログを取り除いて、検索装置
に登録する

調査するキーワードを
入力する

ブログ解析プロセス

3.2 ブログ解析の概要
　本研究開発におけるブログ解析は、図１に示すようなブログ

収集プロセスとブログ解析プロセスから成る。 以下では、ブ

ログサイトを単にブログ、ブログの1ページをブログ記事と呼

ぶ。また、企業がブログ解析を活用する際の調査対象になる商

品・サービス、企業イメージ等をブランドと呼び、これをキー

ワードとして扱うことを前提とする。

(１) ブログ収集プロセス

　　　ブログ収集プロセスは、インターネットからブログ記事

　　を収集して、ブログ解析プロセスで利用できるように保存

　　管理するプロセスである。現在、1日あたり約40万件の

　　ブログ記事を収集して、ブログ解析プロセスで利用できる

　　ように索引登録している。

　　　ブログ収集プロセスでは日本語で書かれたブログ記事を

　　収集する。集客目的で発信される無意味なキーワードの羅

　　列を掲載したブログや、他人のブログを多数複製したブロ

　　グなどは、スパムブログ（以下、スプログ）として解析精度

　　を低下させる原因となる。このため、スプログと疑われる

　　ものは、特徴的な記述パタンを自動抽出してブログ収集プ

　　ロセスで、できるだけ取り除いている。

　　１.クローラ/インデクサ装置は、インターネットのブログ 

　　　を定期巡回して、要約情報（RSS: Rich Site Summary)[９]

　　　からブログ記事を収集する。

　　２.クローラ/インデクサ装置は、収集したブログ記事から、

　　　スプログと疑われる記事を取り除いたブログ記事を検索

　　　装置に索引登録する。

　　　クローラ/インデクサ装置は、手作業で設定した初期サ

　　イトから別サイトへのリンク情報を抽出して、巡回サイト

　　を自動的に登録することで収集範囲を次第に拡大する

　　Harvest方式［１０］を採用している。ブログの種類やサー

　　ビスドメインを選別して、特に収集範囲を制限することは

　　していない。

(２) ブログ解析プロセス

　　　ブログ解析プロセスは、調査担当者が指定したキーワー

　　ドをもとに、収集したブログ記事を後述する解析方式で処

　　理するプロセスである。２００７年１２月末時点で、約５５０

　　万件のブログ記事を検索して、ほぼリアルタイムで解析す

　　ることができる。

　　１.調査担当者は、ウェブサーバ装置に設置したブログ解析

　　　ページに、ブランドを表すキーワードを最大４つまで入

　　　力する。

　　２.解析装置は検索装置を使ってキーワードを含むブログ記

　　　事を、記事の公開時期、ヒット数等をもとに一定数を検

　　　索して抽出(サンプリング)する。

　　３.解析装置はサンプリングしたブログ記事を、テキストマ

　　　イニングエンジンで解析して、結果をウェブサイトで　

　　　調査担当者に各種グラフで表示する。

　当社では、不特定多数のブログを日々収集、解析することで、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者ニーズを自

動的に発見する技術の研究開発を進めている。本技術の特徴は、

消費者ニーズを素早く発見して、複数の視点から比較するこ

とで、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活動の効

果測定に寄与するシステムを構築できることである。現在は、

研究成果をもとにした企業ユーザ向けのブログ解析サービス

を試験公開しながら、顧客候補になる企業へのプロモーション

活動を含めた事業化検討を続けている。

　現在までの試験サービスの運用の結果から、ブログの収集

範囲を拡大するに従って、スプログの割合が増加することが

明らかになっている。試験サービスの運用開始から現在まで

に索引化されているブログのうち、およそ２０％がスプログで

ある疑いがある。スプログの記述パタンや含まれるキーワー

ドを調査して、効果的なスプログ除去を対策中である。

　試験サービスでブログ情報として収集している要約情報には、

コメントやトラックバックなどのブログ記事以外の情報が欠

如している。今後、ブログの情報伝達経路やコミュニティを

特定するなどの解析を行なうためには、このようなブログ特

有の情報収集が今後の課題となる。

図２  キーワード出現分析 図３  相関スコア分析

 
図４  評判分析 図５  サイト活性度分析
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概要
　ブログサービスの普及で消費者が気軽に情報発信できるようになり、企業が消費者ニーズを集める場として注

目が高まっている。一方で、従来の検索システムを使って個々のブログを検索するだけでは、多くのブログを横断

的に読まなければわからない「消費者の声」を探し出すことが難しくなっている。

　我々は、インターネットで公開されているブログを自動的に収集して、消費者の興味や考え方を、テキストマイニ

ング技術を用いて統計的に分析する技術の研究開発を進めている。本稿では、今までの研究成果、及び事業化

構想について報告する。

1. はじめに

4. おわりに

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/

rt060310/4_xmlwg.pdf
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2. ブログ解析の意義

 

　近年、爆発的に増加したブログ(Weblog)やソーシャル・

ネットワーク・サービス(SNS: Social Network Service)な

どの利用者参加型コンテンツでは、人気商品やサービスに関

する消費者の生の声が忌憚なく豊富に語られているため、企

業が商品企画やプロモーション活動を行なう際に活用できる

重要な情報源として注目されている。

　従来は消費者が商品を購入するために各店舗を訪れて商品

情報を集める必要があったが、インターネットを利用すると

商品情報だけでなく、実際にその商品を利用した口コミ情報

も容易に入手することができる。このような情報入手コスト

の低下が商品情報の比較検討を容易にして、購入前後の商品

評価のギャップを縮小し、消費者満足度を高めることに繋

がっている［１］。

　我々は、消費者がブログで発信している情報には、特定商

品に対する注目度と評判や、ライフスタイルの変化などの、

消費活動を把握するための重要なヒントになる情報が含まれ

ていると考えている。従来の検索技術と異なる技術を用いて、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者集団の趣味や

考え方など(以下、消費者ニーズ)を自動的に発見するシステム

の研究開発を進めている。

　本研究開発の成果によって、消費者が発信した情報から今ま

で見えなかった消費者ニーズを見つけ出せるようになると、企

業によるブログ情報活用が活発化する。これが製品・サービス

に反映されて消費者の満足度が高まることで、良質の製品・

サービスの販売促進につながり、さらに多くの消費者が有益な

情報を発信するようになる。我々は、本研究開発を通じて、こ

のような正のフィードバック(外部経済)を生み出す技術の確立

を目指している。

2.1 ブログ解析の背景
　２００７年３月の国内ブログサービスの純利用者数は８６８万人、

個人が開設したブログを毎日閲覧する利用者は全体の１２.４%

に達する［２］。現在、ブログは消費者に広く影響を与える情

報メディアに成長していると言え、企業が消費者ニーズを分析

するための基本情報として活用できると考えられる。

　消費者の集団的嗜好の発見は、ビジネスの成功要因のひとつ

に位置づけることができる。インターネットの普及で、消費者

は気軽に情報発信できるようになり、企業はそこから消費者の

生の声を豊富に集められるようになった。消費者が書くブログ

は、匿名性が高いという意識があるために本音を書き易く、消

費者ニーズを発見するための低コストかつ効率的な情報入手の

手段として適している。

　その反面、ブログ人気の高さからブログを書いている消費者

(以下、ブロガー)の属性(職業、性別、年齢、興味などの固有

情報)や書かれている話題が様々であり、全ての情報が利用者

にとって有益であるとは言い難い。このことから、ブログには

高い割合で企業にとって不要といえる情報が混在しているため、

適切な情報を簡単に発見・獲得する仕組みが必要である。

　Google［３］やYahoo!［４］に代表される情報検索サービ

ス(以下、コンテンツ検索)は、今日のインターネットの情報を

活用する上で欠かせないサービスに位置づけられている。これ

らのサービスは、指定したキーワードから利用者が求める必要

なコンテンツを効率的に探し出す手段として有効である。しか

し、コンテンツ検索で個々のブログを探し続けるだけでは、多

くのブログを横断的に見ないと明らかにならない消費者ニーズ

を探し出すことは極めて難しいと言える。

2.2 ブログ解析への期待
　近年の情報活用手段は、個々のコンテンツを探し出すための

コンテンツ検索サービスから、コンテンツ全体から消費者ニー

ズ獲得に結びつく共通情報を発見する解析サービスに拡大して

いると考えられる。

　ブログ解析で得られる情報とは、従来のコンテンツ検索で得

ることはできず、不特定多数のブログを日々収集して、様々な

観点から解析することで明らかになる情報を指す。たとえば、

特定の話題の取り上げられ方や周辺情報を時系列で定量化した

情報から、マクロ観点で消費者ニーズの動向を観察することが

できる。また、個々のブログで話題の賛否や更新頻度から、ブ

ロガーの属性にもとづく分類が可能になる。

　ネットリサーチをビジネスに活用している企業では、従来の

コンテンツ検索で得ることが難しかった世論の動きやライフ

スタイルの変化に繋がる情報を素早く検知して、新しい消費者

ニーズ獲得に使える情報を得ることが期待されている。

2.3 ブログ解析の課題
　ブログ解析は企業にとって有益であると考えられるが、個々

の企業が日常的に大量のブログを収集して、安全に管理しなが

ら分析調査を行なうことは、以下の理由から非常に負担が大きい。 

(１)  極めて大量のブログを保管しなければならない．

　　　Technorati 社の調査では、２００７年４月現在の日本語

　　ブログサイト数は、約２,５９０万に達しており、全世界で

　　発信されているブログの約３７％(言語別順位で第一位)を

　　占めている［５］。また、同社が日々収集しているブログ記

　　事数は１日あたり１５０万件程度と報告されている。

　　　世間の意見を幅広く集め、世論を反映したブログ解析を

　　行なうためには、多彩な話題を扱っているブログを、広範

　　囲かつ継続的に収集する必要がある。加えて、解析に必要

　　なブログを絞り込んで効率的に検索する必要がある。

(２) ブログ情報から目的にあった指標を探し出さなければなら

　　ない

　　　ブログは定性的な情報であり、利用者の観点によって内

　　容の捉え方が異なる。単一の観点で分析を行なうために、

　　目的に応じた評価基準を定めるための指標が必要である。

　　また、極めて大量に発信し続けられているブログを、利用

　　者自身が逐一読み、必要な情報を日々整理することは不可

　　能である。

　　　ブログのような定性情報から、利用者にとって有益な情

　　報を効率的に発見するためには、分析目的に合った情報を

　　取り出して定量的に指標化する必要がある。

3. インテックシステム研究所の取り組み
3.1 研究開発の概要
　インテックシステム研究所(以下、当社)では、企業ユーザがブラ

ンド調査に要する情報を、様々な観点から容易に抽出できる仕組

みを構築することが、２.３節で述べた課題の解決に繋がると考え

ている。そこで、消費者がブログで発信する情報を自動的かつ継

続的に収集して、そこに書かれた「消費者の声」から消費者ニーズ

を発見するブログ解析サービスの研究開発を進めている。

　類似したブログ解析サービスとしては、kizasi.jp[６]、

SHOOTI [７]、BuzTunes[８] などが、それぞれ独自技術を用

いたサービスを提供している。他サービスと比べた本研究開発

の強みは、ブログから取り出した情報を調査対象に対する「満

足度」や「価格」などの異なる観点(以下、評価軸)で比較でき

る点である。調査対象を比較することで他者との違いや変化を

素早く見つけ、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活

動の効果測定に生かすことを想定している。

　この考えに基づいて、現在公開している試験サービスでは、

最大４つのキーワードを異なる２つの評価軸で比較する機能を

提供している。表１は、現在当社でサービス化しているブログ解

析技術である。各解析技術の詳細は３.２節と３.３節で説明する。
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木村　義紀
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3.4 ブログ解析の事業化構想
　当社では本研究成果の事業化を目指して、３.２節で述べた

ブログ解析技術を基盤とした企業顧客向けの試験サービスを、

２００７年１２月初旬から運用している。同サービスは２００７年

１２月末時点で、国内の約５５０万件のブログ記事を収集、解析

できるようになっており、段階的に収集範囲を広げている。

　試験サービスは、企業顧客を対象にしたリサーチ業務向けの

調査ツールとして、将来的にサービス提供することを想定して

いる。ここで、試験サービスで提供する解析機能について、次

の３通りの活用イメージが考えられる。

(1) ブランドに対する世間の反応の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による商品

　　調査に用いる。または、広報・投資家向け広報（IR: 

　　Investor Relations）担当者による企業のリスク、及び

　　広報等の情報収集に用いる。自社及び他社（競合、パート

　　ナー）の企業・商品ブランドを把握する情報として活用して、

　　ブランドに対する世間の反応が把握することで、企業がとっ

　　た事業活動に対する世間の反応や予期しない注目度の変化

　　から、ブランドに対する影響やリスクを明らかにできる。

(２) 消費者の利用状況（利用シーン）の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による新企

　　画立案のための素材探索に用いる。消費者の商品に対する

　　イメージや評価を明らかにし、いつ、どこで、どのように

　　使われているかといった消費者の利用実態を明らかにする

　　情報として活用することで、今までと異なる思いも付かな

　　い利用状況を見つけ出し、隠れた消費者ニーズを発見する

　　ことが期待できる。

(３) 口コミ広告の効果の把握

　　　マーケティング担当者、及び商品企画担当者による広告

　　効果の把握、及び広告対象の検索に用いる。消費者の意見、

　　感想などの口コミ効果を定量化した情報として活用して、

　　広告コストに対する効果を定量的に評価することができる。

　　また、プロモーション活動での試供品(サンプル品)を提供

　　する広告対象となる、アルファブロガーの検索に役立てる

　　ことができる。

　インターネットを使ったアンケート形式のネットリサーチを請け

負う企業は多数あるが、ブログ情報から消費者ニーズを発見、抽

出して、多角的な分析サービスを提供できる企業はごく少数に限

られているため、事業領域に対するインパクトは大きいと考えて

いる。活用イメージにもとづいて、表２のような事業領域とサービ

スへの応用を想定している。

表１  インテックシステム研究所が提供するブログ解析技術

分析種別　　   利用目的　　    想定する利用事例　  得られる情報

（4）
サイト活性度
分析

ブロガーの分類
情報源・経路の
発見

製品の情報流布に関わ
るブロガーを特定したい。

（1）
キーワード
出現分析

（2）
相関スコア
分析

（3）
評判分析

広告効果の測定
流行（イベント）の
発見
周辺情報の発見
ブランド効果の
測定
顧客満足度の測定
強み・脅威の発見

製品のプロモーション
活動の効果を知りたい。

消費者の意見から自社
ブランドのイメージを
知りたい。
自社製品と競合製品
の評判や顧客満足度
を知りたい。

ブログ数と注目
度の変化

連想キーワード
と関係の強さ

ブログ記事の
肯定/否定の
分類
ブログ発信量と
更新頻度

表２  想定する事業領域とサービス

事業領域　　　　　　　　　　  想定サービス
ネットリサーチ
コンサルティング

風評監視
顧客満足度測定

ネット広告
企画プロモーション
ブログ/SNS提供

ポータル

消費者ブログ調査
アンケート調査

広告効果測定
ブランド効果測定
トレンド、仲間発見、ブログ集客等の付加価値機能

3.3 ブログ解析の種類
　３.２節で説明したブログ解析プロセスの項目３で用いるテ

キストマイニングエンジンは、表１に示したブログ解析に対応

した機能を提供している。各ブログ解析技術の内容は次のとお

りである。各解析結果は図２に示すグラフで表示する。

(１) キーワード出現分析 (図２)

　　　キーワード出現分析の目的は、ブランドに対する世間の

　　注目度の時系列的な変化、及び傾向を把握することである。

　　世間的な関心を集める話題があれば、多くのブロガーがそ

　　の話題を取り上げたブログ記事を作成する傾向があると考

　　えらえる。話題を表すキーワードが使われているブログ記

　　事数の増減を観察することで、その話題に対する注目度を

　　知る手がかりにできると考えられる。

　　　キーワード出現分析では、ブランドを表すキーワードを

　　含むブログ記事をサンプリングして、発信日時に沿った記

　　事数の増減をグラフ化する。グラフ中でブログ記事数が急

　　激に増加している期間があれば、そのキーワードに対する

　　注目度が高まっていると予想できる。

　　　販売促進キャンペーンなどのマーケティング活動後の世

　　間の動きを把握するために、ブログ記事の日々の増減数を

　　測定することで、「いつ、どのくらい注目が集まったか」

　　を知るための広告効果測定の指標として利用できる。

(２) 相関スコア分析 (図３)

　　　相関スコア分析の目的は、ブランドに関わるキーワード

　　を抽出して、ブランドイメージや競合を明らかにすること

　　である。「電化製品とメーカー」や「ドラマ番組と俳優」

　　など、何らかの関係を持つキーワードがブログ記事に含ま

　　れていることが多い。異なるキーワードが同時に使われる

　　ブログ記事が多ければ、それらのキーワードの間に何らか

　　の関係が認められる可能性が高い。

　　　相関スコア分析では、ブランドを表すキーワードを含む

　　ブログ記事をサンプリングして、各ブログ記事から、その

　　キーワードと同時に使われている他のキーワード(以下、

　　相関キーワード)を抽出する。同じブログ記事で調査対象

　　のキーワードと相関キーワードが同時に出現する確率と、

　　個別に出現する確率の比を相互関係の強さとみなして、相

　　互情報量（MI: Mutual Information）スコア［11］を用いて

　　評点計算する。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている競合やイメージ

　　をキーワードとして把握し、相互関係の強さを数値化する

　　ことで、「ブランドから何を、どのくらいイメージできる

　　か」を知るためのブランド効果測定の指標として利用できる。

(３) 評判分析 (図４)

　　　評判分析の目的は、ブログ記事の内容を良い（肯定的）

　　意見、または悪い（否定的）意見で評価し、ブランドに対

　　する顧客満足度を把握することである。肯定的なブログ記

　　事には、「よい」「素晴らしい」などの肯定表現が多く使

　　われる。一方で、否定的なブログ記事には、「悪い」「ひ

　　どい」などの否定表現が多く使われる。ブログ記事中の肯

　　定表現または否定表現（以下、両表現を合わせて評価表現）

　　を手がかりにして、ブログ記事を肯定的内容、及び否定的

　　内容で評点する。

　　　評判分析では、あらかじめ評価表現に対して評価軸ごと

　　に肯定を正の数値、否定を負の数値とした辞書データ（以

　　下、評価表現辞書）を準備しておき、指定したブランドを

　　表すキーワードを含むブログ記事から、評価表現を抽出し

　　てスコアリング関数を用いて評点計算する。評価表現辞書

　　は、肯定的内容と否定的内容に分類した各２００件のブロ

　　グ記事から評価表現を抽出して、両分類における出現確率

　　を辞書スコアとして自動生成する［１２］。

　　　ブロガーがブランドに対して持っている肯定的、または

　　否定的イメージを数値化することで、ブランドに対する顧

　　客満足度測定の指標として利用できる。

(４) サイト活性度分析 (図５)

　　　サイト活性度分析の目的は、ブランドに対する情報発信

　　量とブログの活性度を数値化して、世論をリードするブロ

　　ガー（以下、アルファブロガー）を発見することである。

　　専門的な情報が豊富であり、更新が活発なブログはリピー

　　ターが多く、そこから発信される情報を流布する利用者（以

　　下、インフルエンサ）が数多く訪れる傾向がある。ブラン

　　ドに対する情報発信量が高く、かつ更新間隔が短いブログ

　　は、インフルエンサに対する影響が大きいと考えられる。

　　　サイト活性度分析では、ブランドを表すキーワードを含

　　む記事をサンプリングして、個々のブログの情報発信量と

　　更新頻度を計算する。情報発信量を測る指標は、サンプ

　　リングした記事数に対して個々のブログが発信した記事

　　数の割合（以下、関連記事投稿率）とする。更新頻度は、

　　現在時刻から最新記事の発信日時までの相対時間の逆数（以

　　下、更新度）とする。関連情報投稿率と更新度が共に高い

　　サイトは読み手に対する影響力が高く、両数値が低いもの

　　は影響力も低いと仮定する。

　　　ブログサイトの情報発信量と活性度を比較することで、

　　ブロガーを影響力のある「アルファブロガータイプ」、ブ

　　ランドに最近興味を持った「新参者タイプ」、かつて興味

　　を持っていた「引退者タイプ」、影響力の低い「一般タイ

　　プ」に分類する指標として利用できる。

図1  ブログ解析の概要
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3.2 ブログ解析の概要
　本研究開発におけるブログ解析は、図１に示すようなブログ

収集プロセスとブログ解析プロセスから成る。 以下では、ブ

ログサイトを単にブログ、ブログの1ページをブログ記事と呼

ぶ。また、企業がブログ解析を活用する際の調査対象になる商

品・サービス、企業イメージ等をブランドと呼び、これをキー

ワードとして扱うことを前提とする。

(１) ブログ収集プロセス

　　　ブログ収集プロセスは、インターネットからブログ記事

　　を収集して、ブログ解析プロセスで利用できるように保存

　　管理するプロセスである。現在、1日あたり約40万件の

　　ブログ記事を収集して、ブログ解析プロセスで利用できる

　　ように索引登録している。

　　　ブログ収集プロセスでは日本語で書かれたブログ記事を

　　収集する。集客目的で発信される無意味なキーワードの羅

　　列を掲載したブログや、他人のブログを多数複製したブロ

　　グなどは、スパムブログ（以下、スプログ）として解析精度

　　を低下させる原因となる。このため、スプログと疑われる

　　ものは、特徴的な記述パタンを自動抽出してブログ収集プ

　　ロセスで、できるだけ取り除いている。

　　１.クローラ/インデクサ装置は、インターネットのブログ 

　　　を定期巡回して、要約情報（RSS: Rich Site Summary)[９]

　　　からブログ記事を収集する。

　　２.クローラ/インデクサ装置は、収集したブログ記事から、

　　　スプログと疑われる記事を取り除いたブログ記事を検索

　　　装置に索引登録する。

　　　クローラ/インデクサ装置は、手作業で設定した初期サ

　　イトから別サイトへのリンク情報を抽出して、巡回サイト

　　を自動的に登録することで収集範囲を次第に拡大する

　　Harvest方式［１０］を採用している。ブログの種類やサー

　　ビスドメインを選別して、特に収集範囲を制限することは

　　していない。

(２) ブログ解析プロセス

　　　ブログ解析プロセスは、調査担当者が指定したキーワー

　　ドをもとに、収集したブログ記事を後述する解析方式で処

　　理するプロセスである。２００７年１２月末時点で、約５５０

　　万件のブログ記事を検索して、ほぼリアルタイムで解析す

　　ることができる。

　　１.調査担当者は、ウェブサーバ装置に設置したブログ解析

　　　ページに、ブランドを表すキーワードを最大４つまで入

　　　力する。

　　２.解析装置は検索装置を使ってキーワードを含むブログ記

　　　事を、記事の公開時期、ヒット数等をもとに一定数を検

　　　索して抽出(サンプリング)する。

　　３.解析装置はサンプリングしたブログ記事を、テキストマ

　　　イニングエンジンで解析して、結果をウェブサイトで　

　　　調査担当者に各種グラフで表示する。

　当社では、不特定多数のブログを日々収集、解析することで、

ブログで発信されている消費者の声から、消費者ニーズを自

動的に発見する技術の研究開発を進めている。本技術の特徴は、

消費者ニーズを素早く発見して、複数の視点から比較するこ

とで、ビジネス機会の発見、リスク検知、及び経営活動の効

果測定に寄与するシステムを構築できることである。現在は、

研究成果をもとにした企業ユーザ向けのブログ解析サービス

を試験公開しながら、顧客候補になる企業へのプロモーション

活動を含めた事業化検討を続けている。

　現在までの試験サービスの運用の結果から、ブログの収集

範囲を拡大するに従って、スプログの割合が増加することが

明らかになっている。試験サービスの運用開始から現在まで

に索引化されているブログのうち、およそ２０％がスプログで

ある疑いがある。スプログの記述パタンや含まれるキーワー

ドを調査して、効果的なスプログ除去を対策中である。

　試験サービスでブログ情報として収集している要約情報には、

コメントやトラックバックなどのブログ記事以外の情報が欠

如している。今後、ブログの情報伝達経路やコミュニティを

特定するなどの解析を行なうためには、このようなブログ特

有の情報収集が今後の課題となる。

図２  キーワード出現分析 図３  相関スコア分析

 
図４  評判分析 図５  サイト活性度分析


