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1．はじめに

3．提案システム

生活を営む上で，物を買うという行為は避けて
は通れないものである．近年では実店舗のみに限
らず，web 上で商品の売買を行うことも盛んであ
る．消費者がショッピングを行う際は，できるだ
け安い価格で購入するために，複数の店舗を比べ
ることがある．しかし，実際に店舗に行って調べ
るのでは時間がかかりすぎる．例え web 上で EC
サイトの価格を比べるにしても，いちいち各サイ
トを開いたり，何度も語句を入力したりと手間が
必要である．調べたい商品の数が増えれば増える
ほど，これらは顕著になってくる．
また，市場には新品だけでなく中古品も数多く
出回っており，その状態は新品同様からジャンク
同然まで様々である．しかしこれらは一律に中古
品という同じくくりの中に存在し，状態に対する
定められた価格の指標もなく，中古市場の価格は
混沌とした状態にある．本研究では，商品の相場
を短時間で調べることを可能とするアプリケー
ションシステムを提案する．

本システムでは，主にデータを取得・整理を行
うサーバシステムと，バーコードを読み込んだり，
受け取った情報を表示したりするクライアント
システムで成り立つ．
また，おおまかな機能としては，新品の検索と
中古の検索の 2 つに分かれている．
3.1 新品検索
3.1 .1 バーコードの読み取り
新品検索では先ず，クライアントシステムにて
2 次元バーコードを読み取る．読み取ったバーコ
ードから JAN(Japanese Article Number)を出し，
導き出した JAN はサーバシステムに送信される．
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2．問題点
2.1 選択肢の多さと時間
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JAN の送信

中古品を購入の選択肢に入れた場合，商品の質と

3.1.2 商品の一斉検索
サーバシステムは，クライアントシステムから
送信された JAN をもとに，複数の EC サイト API
を利用し，商品を一斉検索する．各 EC サイト API
から返される XML を解析し，それらから平均価
格，最高価格，最低価格等の情報を算出し，必要
な情報だけをかき集めて再び XML を再構築する．
再構築した XML はクライアントシステムに提供
される．

価格を見比べることによって購入か否かの判断

3.1.3 XML の解析・リスト表示

が決定するだろう．しかし，中古品の中には，新
な状態の商品が混在している．求めている状態の

XML を受け取ったクライアントシステムはその
解析を行う．解析された情報はクライアントシス
テムにより，リスト化され表示される

商品を見つけるだけでも一苦労だが，更にそれら

3.2 中古品検索

を価格というふるいにかけなければならない．数

Yahoo auction では JAN での商品分けがされてい
ないため，商品名を入力して検索する必要がある．
直接入力することも可能だが，バーコードを読み
込み，それを元に商品名を取得することも可能で
ある．

商品購入時には多くの選択肢に迫られる．消費
者には情報をかき集めるための時間が必要であ
り，それは時に多大なものになる．しかし，消費
者の自由時間は限られている[1］．
2.2 中古市場の混沌

品同等のものからジャンク同様のものまで，様々

多くの商品がある中，手動でこれを行っていては
網羅率が低下し，求めに適応した商品を探し出す
ことも困難である．

3.2 .1 対象商品の名称を取得
読み込んだバーコードを用い，サーバシステム
に問い合わせることで，サーバシステムは Amazon
が提供する API により JAN 検索を行い，提供され
た XML から商品名を抽出．商品名をクライアント
システムに転送する
3.2.2 対象商品の競売データを取得
サーバシステムは，クライアントシステムから
送られてきた商品名を元に，Yahoo auction の過
去ログを検索する．Yahoo オークションの利用者
数は他のネットオークションと比べて抜きん出
ている[2]ため，Yahoo auction を利用する．
3.2 .3 情報のグループ化
取得した競売データをグループ化し，意味のあ
るデータ群にする．グループ分けをするには，そ
の商品群の価格に特長を見いだす必要がある．そ
の特長は，図 2 のように，次項の価格の比をとっ
て出している.
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4.2 中古品検索に要する時間
全 24 商品をスマートフォンで検索し，相場感
覚が得られるまでの時間を，システム利用時と，
そうで無い場合の２パターンで計測した．
表2

中古品検索に要する時間
平均時間

中央値

本システム利用時

43.91s

43.25s

Aucfan 利用時

113.54s

88.5s

4.3 中古品グループ化による相場の正確性
本システム，Aucfan でそれぞれ，状態が新品か
それと同等の商品を検索し，Yahoo，Amazon に
ある新品の中で最も安い値段と比べた．中古商品
の相場の指標が無いため，新品として出品されて
いる物を調べ，EC サイトの最安値と比較するこ
とにした．Aucfan では 2 人に検索して貰った．
Aucfan 利用 B はスマートフォン利用だが，Aucfan
利用 A は PC を使って PC サイトでの検索を行っ
た．本システムはスマートフォン利用である．
商 品 数 は 24 コ で あ る ． 本 シ ス テ ム 並 び に
Acufan で調べた値段と，ＥＣサイトの最安値の差
をとり，その差をＥＣサイトの最安値で割ったも
のを誤差の比率としている．
表3
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グループ分け

本システム利用時
Aucfan 利用 A
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3.2 .4 特長語の提示
グループ化された商品群の全ての商品タイト
ルをグループ毎に一つにまとめ，それぞれに形態
素解析を行い，各グループ内で多く使用されてい
る名詞を３つとりだす．
4．評価実験
時間短縮の程度の確認，中古商品グループ化
による相場の正確性の確認を行った．
4.1 新品検索に要する時間
全 43 商品をスマートフォンで検索し，相場感
覚が得られるまでの時間を，システム利用時と，
そうで無い場合の２パターンで計測した．
表 1 新品検索に要する時間
平均時間

中央値

本システム利用時

15.78s

14.27s

従来手法

57.22s

58.3s

提示相場の誤差
誤差平均値
14.5%
19.5%
21.9%

誤差中央値
12.9%
10.8%
19.1%

5．おわりに
評価実験から，大幅な時間の短縮に成功してい
る事が分かる．そして，スマートフォンは PC と
比べて情報の表示域に大きなハンデがあるにも
かかわらず，本システム利用のスマートフォンの
方が全体的に誤差の少ない値を出せている事が
分かる．
今後一番の課題は，特に中古商品検索で，ユー
ザがよりスピーディーに，直感的に自分が求めて
いる商品を検索できるようにすることである．ま
た，購入済みリストや，購入予定リストなどとい
ったシステムと組み合わせることで，更に快適な
ショッピングが可能になると考えている．
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