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概要：感性の自動指標化を目的とし，プロダクトの画像とレビューデータからのプロダクトの印象推

定手法を提案する．手法は(1)レビューデータからテキストマイニングを用いた評価表現辞書に基

づく感性の指標化，(2) 得られた印象とプロダクト画像からの機械学習用画像データセットの作成，

(3)構築した CNN によるレビューが不十分なプロダクトの印象推定，から構成される．本手法を腕

時計のデータに適用した結果，人の評価得点との高い相関が確認され手法の有効性が示された． 

 

1. 背景・目的 

プロダクトデザインの分野において，ユーザのニー

ズを把握し，プロダクトに反映させることは重要である．

特に近年は，機能や価格，信頼性といった従来のも

のづくりにおける価値に加えて，使用感や快適性な

どの感性的な価値に注目が集まっている[1]．このよう

な主観的な情報を扱う方法論の一つとして，実験心

理学の手法を用いた感性工学的アプローチが挙げ

られる[2]．しかしながら従来の手法では，複数回の

主観評価実験によるデータの取得とその分析が必要

であるため，人的・時間的な負荷が高いとされる． 

そこで本研究では，Web 上のプロダクトの画像とレ

ビューデータからプロダクトの印象を推定することで，

感性を自動的に指標化する手法を提案する．提案手

法では，まずレビューデータからテキストマイニングを

用いた評価表現辞書に基づく感性の指標化，つまり

プロダクトに対する印象推定を行う．次に，得られた

印象を定量化した得点（以下，印象得点）とプロダクト

画像から，機械学習用の画像データセットを作成す

る．最後に，データセットを用いて構築した CNN によ

り，プロダクト画像の印象推定を行う．これにより，レビ

ューデータが不十分であるためテキストマイニングを

用いた印象推定が困難であるプロダクトに対し，画像

から喚起される印象の推定を行い，より高精度かつ

広範囲な感性の自動指標化が可能になる．本論文

の流れとしては，続く 2 章で従来の主観評価実験に

基づいた感性の指標化手法の流れを述べる．3 章で

は，対象製品分野の各プロダクトに対する大規模な

レビューデータに対してテキストマイニングを用いた，

評価表現辞書に基づく感性の自動指標化手法の詳

細を説明する．4 章では，Web 上からプロダクトの画

像とレビューデータを収集し，算出された印象得点を

付与した画像を選定して，機械学習用の画像データ

セットを作成する手法の詳細を説明する．また，作成

したデータセットの妥当性を検証する方法について

述べる．5 章では，作成した画像データセットを用い

て CNN を構築し，プロダクト画像の印象得点を推定

する手法の詳細を説明する．また，構築した CNN の

性能評価および，推定される印象得点の妥当性の検

証方法について述べる．6 章では，対象プロダクトを

腕時計として本手法を適用し，機械学習用の学習デ

ータセットを作成してその妥当性を検証した結果と考

察を述べる．7 章では，作成した画像データセットを

用いて CNN を構築し，印象推定の有効性の検証を

行った結果と考察を述べる． 

2. 従来の感性の指標化手法 

感性工学における主観評価実験に基づいた，感

性の指標化手法[3]の３つの段階について述べる． 

第一に，評価語の収集・選定を行う．収集では

先行研究からの抜粋や，対象から受ける印象を自由 
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図 1 感性の自動指標化の流れ

 

記述で回答してもらう実験を実施する．また選定では，

収集された評価語がふさわしいか判定する適合度実

験を実施する．その後，評価語間の意味的な距離の

測定を目的とした一対比較実験を実施する．その結

果をもとに評価語空間の構造化を行うことで，代表

性・網羅性の高い評価語セットを作成する． 

第二に，実験刺激の収集・選定を行う．刺激（例え

ば対象製品分野における画像群）に対しても評価語

セットの作成と同様に，収集・選定，刺激空間の構造

化を目的とした実験・分析を行う． 

最後に，対象製品の印象に寄与する主要因子の

抽出・得点の算出を行う．上記で得た評価語セットを

用いて刺激セットを評価する実験を行い，得られた評

価データに対し因子分析を行う．分析結果から対象

製品分野における主要因子を抽出し，各刺激に対し

て因子得点を算出する．これにより，その因子の意味

する性質（印象）を各刺激がどの程度有しているか定

量化できる． 

以上のように主観評価実験に基づいた手法では，

指標化の各段階において複数の実験・分析が必要

であるため，人的および時間的な負荷が高いといっ

た問題が存在している．そのため，これらの問題を解

決する新たな指標化手法が望まれている． 

3. レビューデータを利用した感性の 

自動指標化手法 

感性の自動指標化の流れを図 1 に示す．レビュー

データを利用した指標化としては，まずレビューデー

タから評価語を収集し，感情語と印象語に分類する．

次に，得られた印象語から印象トピック（従来手法に 

 

おける主要因子）を抽出する．最後に各印象トピック

に対するプロダクトごとの印象得点を算出する．以下

に具体的な手法[4]について述べる． 

 評価語の収集・分類 

大量のレビューデータを形態素解析し，レビュー 

データ内に含まれる感性的な表現（形容詞等の評

価語候補群）を，複数の評価表現辞書および品詞情

報を用いて収集する．この評価語候補群は，人の感

情に関わる高次の評価語（感情語）と，プロダクトの

印象に関する低次の評価語（印象語）で構成される．

しかしながら，感情が推定できてもそれをプロダクトの

設計情報に直接的に反映することは困難である．そ

のため本研究では，評価語候補群を感情語と印象

語に分類し，印象語のみを使用する．評価語の分類

は，評価表現に対して内評価/外評価の属性が付与

されている，日本語評価アプレイザル辞書[5]を用い

て行う． 内評価とは，評価対象に対する評価者の感

情，もしくは感情を表す行為を示す表現であり，外評

価とは，評価対象の特徴を示す表現である．この定

義より，内評価が感情，外評価が印象に相当すると

考えられる． 

 印象トピックの抽出 

前節で得られた印象語を入力とした HDP-LDA[4]

を適用し，印象トピックの抽出を行う．HDP-LDA は，

文書を入力として文書中の単語のトピック（話題やカ

テゴリ）を確率的に求める言語モデルである Latent 

Dirichlet Allocation（LDA）[6] を，ノンパラメトリックベ

イズモデルに拡張したものである．LDA は，初期の

パラメータとして出力のトピック数を指定する必要があ

るが，HDP-LDA は学習により適切なトピック数を自
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動的に決めることができる利点がある． 

 印象得点の算出  

各レビューの印象語の出現頻度と，各印象トピック

における各印象語の重要度を用いて印象トピックの

得点化を行い，印象得点を算出する．その際，各印

象語の重要度として term-score[7]を用いた． term-

score とは， LDA におけるあるトピック内の単語の

重要度の尺度の 1 つであり，ある文書内の単語の重

要度の尺度として用いられる  Term Frequency 

Inverse Document Frequency（TF-IDF）[8]をトピックに

応用したものである．TF-IDF は，それぞれの単語の

文書内の出現頻度を表す TF 値と，それぞれの単

語がいくつの文書内で共通して用いられているかを

表す IDF 値との積をとり，これを単語の重みとして

用いる．つまり，その値が大きいほど各文書において

重要度の高い単語といえる．これを応用した  term-

score は， トピック内における単語の重みをつけるこ

とができ，値が大きい単語ほど各トピックにおいて重

要度が高いといえる． 

 機械学習用の画像データセット作成手法 

図 1 における画像データセット作成について，レビ

ューデータおよびプロダクト画像を用いた作成手法

について，具体的に述べる． 

 収集するデータの条件 

対象プロダクトのデータとしては，オンラインモール

を運営する企業が提供しているプロダクト画像および

レビューデータを用いる．その際，印象語を含むレビ

ュー数が 10 件以上のプロダクトを対象とし，収集した

レビューデータから印象語を取得する． 

 プロダクトの印象得点の算出 

まず，得られた印象語に対して HDP-LDA を適用

し，印象トピックを抽出する．その際，得られた印象ト

ピックには，プロダクトの機能や触覚的印象に関する

ものが含まれる．このような印象の推定は，プロダクト

画像から学習した CNN を用いる場合困難である．そ

のため本研究では，CNN を用いてプロダクト画像か

ら推定する印象として有効である，視覚的印象を表

すトピックを用いる．さらに，それらの中から特に視覚

的印象に関する印象語を選出し，プロダクト画像に

おける印象トピックとする．最後に，term-score を用い

て各印象トピックの印象得点を算出する． 

 プロダクト画像の選定と印象得点の付与 

印象得点が算出されたプロダクトの画像の選定を

行う．プロダクト画像を入力として学習を行い，その印

象を推定する場合，画像中の対象プロダクト以外の

物体や背景がノイズとなり，推定精度の低下につな

がる．また，画像のプロダクト領域が見切れている場

合，印象に関する特徴の抽出が不十分である．その

ため，背景が白色でないものや、プロダクト全体が写

っていないものを除く．これらの画像に対して印象ト

ピック毎の印象得点を付与し，機械学習用の画像デ

ータセットを作成する．そのデータセットを用いて，印

象トピック毎に CNNを構築する． 

 CNN を用いたプロダクト画像の印象推定

手法 

図 1 における印象得点の推定について，作成した

画像データセットを用いて CNNを構築する手法につ

いて，具体的に述べる． 

 前処理 

機械学習を行う前処理として，K-means 法を用い

て画像データセットの印象得点を 7 つのクラスタに分

類し，印象得点が小さいクラスタから順に「1」から「7」

までの教師ラベルを付与する．これにより，構築した

CNN が行う入力画像の 7 クラス識別を，入力画像に

対する７段階の印象評価として扱うことが可能である．

分類するクラスタの数を 7 と設定した理由は，7 段階

評価の回答を行う主観評価実験と印象の評価方法を

統一するためである． 

 CNNの構築 

作成したデータセットを用いて CNN を構築する際

の，機械学習手法および CNN の構造とパラメータ値，

前処理について述べる． 

機械学習手法としては，一般物体認識用に構築さ

れた CNN である VGG16[9]に対して，fine-tuning を

適用する． fine-tuningを適用する理由は，訓練デー

タセットが少ない場合の機械学習に効果的とされて

いるためである[10]．本研究では，訓練データセット

の量はオンラインモール上の対象プロダクトの数およ

びレビューと画像の質に依存するため，十分な量の

データが得られるとは限らない．そのため，出力層と

その直前の全結合層のみを再学習（fine-tuning）し，

学習の効率化および精度の向上を図る．その際，出

力層を 7 クラス識別用に調整する．CNN の基本的な

構造およびパラメータの値に関してはVGG16の設定

に従うが，入力のバッチサイズと入力画像のサイズに

関しては，作成した画像データセットに合わせて調整

する．入力画像に対する前処理としては，画像の切り

取りなどの，プロダクト画像の印象に関する情報が欠
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落する可能性のある処理は行わず，水平方向のラン

ダムな反転などの処理を対象プロダクトに合わせて

行う． 

また，機械学習における訓練データおよび検証デ

ータ，テストデータの設定について述べる．まず訓練

データとして，作成した画像データセットをすべて利

用する．次に，検証データは leave-one-out 交差検証

に従い，訓練データから 1 つずつ分離して学習を行

う．テストデータは用意せず，構築した CNN の性能

評価は，検証データに対する誤認識率および，推定

した印象得点と人の評価得点との比較により行う． 

 印象得点の推定方法 

構築した CNNを用いた印象の推定方法としては，

まず入力画像に対するクラス「1」から「7」の所属確率

をそれぞれ予測する．その後，各クラスの値とそれぞ

れの所属確率の積を合計して期待値を算出し，入力

したプロダクト画像の印象得点とする．  

 機械学習用画像データセットの作成 

対象プロダクトを腕時計として機械学習用の画像

データセットを作成した．また，作成したデータセット

の妥当性の検証を目的として，人の評価得点との相

関をみた． 

 データの収集と評価語の分類 

楽天株式会社が運営するオンラインモールである

「楽天市場」から，楽天ウェブサービス AIP を用いて

データを収集した．その際，全価格帯の腕時計のレ

ビューデータを用いた場合，金額に関する評価が多

くなり印象に偏りが生じる可能性がある．そのため，

価格が 10万円以下であることを条件に加えて腕時計

のデータ収集を行った結果，腕時計の全商品数は 

2,811 点で，対象とするレビューの数は 252,228 件と

なり，形態素解析と分類の結果，対象レビューデータ

から収集された印象語は 3,880語となった． 

 プロダクトの印象得点の算出 

得られた印象トピック数は 9 となった．各トピックを

表 1 に示す．トピック 2，3，6 は腕時計の機能に関す

るものであり，トピック 7，8，9 は腕時計の購買および

使用に関するものである．また，トピック 4は触感的印

象に関するものである．得られた印象トピックの内，ト

ピック1，5が視覚的印象に関する．この内，特に視覚

的印象に関するそれぞれ 3つの印象語（表 2）を腕時

計画像における印象トピックとし，印象得点を算出し

た． 

 

表 1 抽出された印象トピック 

 

 

 

表 2 視覚的印象に関する印象語 

 

 プロダクト画像の選定と印象得点の付与 

印象得点が算出された 2,811点の腕時計画像から， 

1,951 枚の画像を選定した．これらの画像に対してト

ピック 1 と 5 の印象得点を付与し，機械学習用の画

像データセットを作成した．データセットの一部の画

像を図 2に示す．  

 

 

図 2 プロダクト画像セットの一部 

 

 画像データセットの評価 

作成した画像データセットに付与された印象得点

の妥当性の検証を目的として，データセット内のプロ

ダクト画像から受ける印象の度合いを回答する主観

評価実験を実施し，得られた人の評価得点とプロダ

クト画像に付与された印象得点の相関をみた． 

印象トピック 印象語 

1 上品だ，可愛らしい，大切だ，小さい，小振りだ 

2 見づらい，おしゃれだ，見辛い，手頃だ，簡単だ 

3 正確だ，薄い，便利だ，不要だ，簡単だ 

4 堅い，おしゃれだ，カジュアルだ，細い，洒落だ 

5 重い，高級，重厚，質感，高い  

6 カッコイイ，ライト，見にくい，子供，ゴツい 

7 子供，手頃だ，壊れる，十分だ，買い得，  

8 子供，邪魔だ(-)，忘れる，余裕，緩い 

9 上手，豪華だ，充実，大喜びだ，無愛想だ 

印象トピック 印象語 

1 上品だ，可愛らしい，小さい 

5 高級，重厚，質感  
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主観評価実験は，クラウドソーシングサービスであ

るクラウドワークスを利用して実施した．クラウドソーシ

ングサービスを利用することで，インターネットを介し

て不特定多数の人に作業を安価で依頼することが可

能である．実験刺激画像としては，画像データセット

から無作為に選出した 450枚のプロダクト画像を使用

し，評価項目としては，画像データセットに用いた 2

つの印象トピック（表 2）を使用した．また，トピック 5の

「質感」は評価の回答が困難であるため，レビューで

の用いられ方に従って「質感が良い」とした． 実験で

は，腕時計の画像を見て，評価項目に対してそれぞ

れ「非常に当てはまる」，「当てはまる」，「やや当ては

まる」，「どちらでもない」，「やや当てはまらない」，

「当てはまらない」，「非常に当てはまらない」の 7 段

階で評価する．1枚の画像に対して 20人で評価を行

い，7段階の評価を 1から 7に数値化したのち，評価

の平均値をプロダクト画像の評価得点とした．プロダ

クト画像に付与された印象得点と実験で得られた人

の評価得点との相関をみた． 

プロダクト画像に付与された印象得点と実験で得

られた人の評価得点の相関係数を表 3 に示す．トピ

ック 1（上品だ，可愛らしい，小さい）では，相関係数 

0.6 以上の強い正の相関がみられ，トピック 5（高級，

重厚，質感が良い）では中程度の相関がみられた． 

トピック 5 に関して強い相関がみられなかった原因

を探るため，印象トピックごとに算出された印象得点

を横軸，実験で得られた評価得点を縦軸として各腕

時計をプロットした．印象トピックごとのプロット結果を

図 3 に示す．図 2 より相関係数が低いトピックでは，

レビューデータから算出された印象得点が低い値に

偏っていることが確認できる．この理由として，印象ト

ピック内の印象語の term-scoreが低いことがあげられ

る．各トピック内の印象語の term-score を表 4 に示す．

表 4から，トピック 5の term-scoreがトピック 1 と比べ 

て総合的に低いことがわかる．このような印象トピック

の印象得点を算出する場合，トピック内の印象語が

得点として反映される度合いは小さい．一方で，トピ

ック 1には term-scoreが高い印象語（「上品だ」）が含

まれるため，高い印象得点が算出されたと考えられる．

今後，総合的な term-scoreが低い印象トピックの得点

化手法を改善する必要がある． 

 

 

 

 

 

表 3 人の評価得点と算出した印象得点の相関係数 

 

 

 

 

(a) トピック 1 

(b) トピック 5 

 

図 3 各腕時計画像の実験で得られた評価得点 

（縦軸）と算出された印象得点（横軸） 

 

 

表 4 印象トピック内の印象語の term-score 

(a) トピック 1       (b) トピック 5 

印象語 
term- 
score 

 
印象語 

term- 
score 

上品だ 0.538 
 

高級 0.204 

可愛らしい 0.186 
 

重厚 0.193 

小さい 0.111 
 

質感 0.153 

印象トピック 1 5 

相関係数 0.626 0.325 

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7
実
験
で
得
ら
れ
た
評
価
得
点

算出した印象得点

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

実
験
で
得
ら
れ
た
評
価
得
点

算出した印象得点

 

― 106 ― 

 

  



   

 

 CNNを用いたプロダクト画像の印象推定 

本論文では，人の評価得点との相関がより高かっ

た印象トピック 1（上品だ，可愛らしい，小さい）に対し

て CNNを構築した． 

また，交差検証による誤認識率の確認に加え，レ

ビューが不十分であった腕時計の画像に対する

CNNの汎化性能の確認を行った． 

 CNNの構築とプロダクト画像の印象推定 

データセット内の 1,951 枚の画像を 7 クラスタに分

類し，すべてのデータを訓練データとした． leave-

one-out 交差検証を行い，誤認識率の算出と検証デ

ータに対する印象推定を行った．その際，学習のパ

ラメータ値として，学習回数を 50，バッチサイズを 50

と設定した．前処理としては，画像の水平方向のラン

ダムな反転を行った． 

交差検証によって算出した誤認識率を表 5に示す．

表 5 の top-1 error は，入力画像のクラスが予測クラ

スと一致しない確率である．top-3 error は，入力画像

のクラスが予測クラスの上位 3つに含まれない確率で

ある．表 5 から，構築した CNN は検証データに対し

てチャンスレベル（85.72%）を下回る誤認識率をもち，

top-3 errorにおいては 20%以下の低い誤認識率を 

もつことが確認できる． 

 

表 5 訓練データに対する誤認識率（%） 

top-1 error top-3 error 

60.18 19.02 

 

CNN によって推定される印象得点の妥当性の確

認を目的として，図 3で用いた 450枚の画像と同じ検

証データに対して推定した印象得点を横軸，人の評

価得点を縦軸として各腕時計をプロットした結果を図

4 に示す．相関係数は 0.811 となり、強い正の相関が

確認され，テキストマイニング手法のみで算出された

印象得点と人の評価との相関係数 0.626 から大幅に

向上した．この結果より，本手法を用いて作成した画

像データセットから構築した CNN によって推定され

る，印象得点の妥当性が確認された． 

テキストマイニング手法のみのプロット（図 3）と

CNN 手法を加えたプロット（図 4）を比較すると、人の

評価得点が中位（3:やや当てはまらない〜5:やや当

てはまる）のプロダクトに付与した得点が、テキストマ

イニング手法のみでは低位（1:非常に当てはまらない

〜2:当てはまらない）付近であり、適切得点が付与さ

れていなかったのに対し、CNN 手法を加えると適切

に中位の得点が付与されている．この中位のプロダ

クトに対する推定の改善が、相関係数の向上に繋が

ったと考えられる． 

 

図 4 各腕時計画像の実験で得られた評価得点（縦

軸）と推定した検証データの印象得点（横軸） 

 

 レビューが不十分なプロダクトの印象推定 

感性の自動指標化における，CNN による印象推

定手法の有効性の確認を目的として，テキストマイニ

ングによる印象得点の算出が行われていない腕時計

画像に対する，人の評価得点と推定した印象得点の

相関をみる． 

レビュー数が 10 以下であったため，テキストマイニ

ングを用いて印象得点を算出していないプロダクトの

画像を 50 枚用意し，4 章で説明したクラウドソーシン

グサービスを用いて主観評価実験を行い，人の評価

得点を得た．構築したCNNを用いて推定した印象得

点を横軸，人の評価得点を縦軸として各腕時計をプ

ロットした結果を図 5 に示す．相関係数は 0.862 とな

り、強い正の相関が確認された．この結果より、CNN

を用いた印象推定の補完が適切に行われていること

が示された．  
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図 5 各腕時計画像の実験で得られた評価得点（縦

軸）と推定した未知画像の印象得点（横軸） 

 まとめ 

本研究では，Web 上のプロダクトの画像とレビュー

データからプロダクトの印象を推定することで，感性

を自動的に指標化する手法を提案した．提案手法で

は，まずレビューデータからテキストマイニングを用い

た評価表現辞書に基づく感性の指標化，つまりプロ

ダクトに対する印象推定を行った．次に，レビューデ

ータが不十分であるためテキストマイニングを用いた

印象推定が困難であるプロダクトに対し，画像から印

象得点を推定することを目的として，レビューデータ

から算出した印象得点とプロダクト画像から，機械学

習用の画像データセットを作成し，構築した CNN に

よりプロダクト画像の印象推定を行った． 

対象プロダクトを腕時計として本手法を適用した結

果，作成した画像データセットに付与された印象得

点と人の評価得点との正の相関を確認した．また，構

築した CNN を用いて推定した印象得点と人の評価

得点との強い正の相関を確認した．以上の結果から，

本手法の有効性が示された． 

今後はレビューデータにおける強度が低い印象ト

ピックに対する印象得点の算出手法を改善する等，

テキストマイニングの精度の向上を図る．また，印象

得点の算出および画像データセット作成のさらなる

自動化に向けて，推定に用いる印象トピックの自動

選出手法および，Web 上から収集したプロダクト画像

の自動選定手法を検討していく． 
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