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粒子フィルタを用いた電子商取引サイトユーザの興味分野推定
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1.

はじめに

レコメンデーション，ターゲティング，パーソナ
ライズなど，ネットユーザの嗜好や興味を分析する
ことによるマーケティング手法は多数実用化されて
おり，特に EC サイトではユーザ間の協調フィルタ
リングが利用されていることが多い．しかし，
「嗜好
の多様性」と呼ばれる問題により，商品単位の協調
フィルタリングではユーザの潜在的な関心を推定す
ることが難しくなっている．本発表では，粒子フィ
ルタを利用し多次元空間でユーザの興味分野を推定・
追跡する手法を提案する．粒子フィルタは多次元の
計算に速度的に有効なマルコフ連鎖モンテカルロ法
を用いており，多次元空間を利用する本研究に適し
ている．本手法は多様な分野にまたがるユーザの興
味分野を確率分布の形で保持するため，多様な嗜好
性を網羅するマルチカテゴリ問題の一つの解決法と
して有効である．

2.

ユーザの関心分野の推定

ユーザが何に興味を持っているかを推定する手法
としては，(1) セマンティック Web のように，タグ等
によってジャンル情報が付加されているページの閲
覧履歴ログを参照する方法，(2) 協調フィルタリング
のように，ジャンル情報の推定が容易なネット購買
履歴ログを参照する方法，(3)WordNet や Wikipedia
を用いた，検索単語から単語の属するジャンル情報
を推定する方法 [1]，等が一般的である．ただしこれ
らの手法は現在の関心分野の推定が主となることが
多く，本研究の目的である未知の関心分野を予測し，
ユーザの電子商取引に役立つ情報を提示することに
適用することは難しく，また，
「嗜好の多様性」に対
応するような複数の情報に基づく推定や予測も難し
い [2]．本研究の目的に対し適していると思われる，
学習や予測を繰り返し，過去から現在の状態を推定
しつつ時系列的に予測する手法の一つに，粒子フィ
ルタがある．
粒子フィルタは，確率状態モデルによる予測と観
測モデルによる観測データとのデータ同化を繰り返
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すプラットフォームで，確率分布を多数の粒子で近
似する．マルコフ連鎖モンテカルロ法を利用してい
るところから，モンテカルロ法の特徴である比較的
高次元空間での近似計算が抑えられた計算量で可能
である [3]．その特徴を利用し，本研究では n 次元多
様体上に正規直交座標系を設定し，各座標軸に対し
予め用意したジャンルを対応させる．そして原点か
らの距離を，そのジャンルへの関心の高さと定義す
る．この設定により，関心分野の移り変わりや複数
の分野への関心等を表現する事ができる．本研究で
は粒子フィルタを用いて，ジャンル情報が付加され
ている Web ページの閲覧履歴ログを n 次元空間の
中で時系列的に追跡することにより，多様な嗜好に
対応した関心分野の推定と学習及び予測を行う．

3.

粒子を用いた確率密度近似による関心
ジャンルの表現

簡単のため 2 次元空間を想定し，x-軸がジャンル
「パソコン・周辺機器」への関心の高さを，y-軸がジャ
ンル「メンズファッション」への関心の高さを表すと
し，この平面上でのイメージ図を元に説明する．こ
の場合，ジャンル「メンズファッション」に関心が
あるユーザに対しては図 1 のような近似確率場が得
られ，ジャンル「パソコン・周辺機器」に関心があ
る場合は図 2 のような近似確率場が得られる．一方，
ジャンル「メンズファッション」
「パソコン・周辺機
器」の両方に関心がある場合は図 3 のような近似確
率場が得られ，両ジャンルへの関心の高さを表現で
きる．ジャンルの数が増えても同様である．
本研究では，粒子フィルタのモデルは主に次のよ
うなシンプルな形式を扱う：
{
xt = xt−1 + ∆tvt + νt

yt

= xt + ωt

ここで，xt は時刻 t での状態ベクトル，vt は時刻 t で
の状態ベクトルの移動速度，yt は時刻 t での観測ベク
トル，νt は全ての要素が独立した正規分布 N (0, σν )
に従うシステムノイズ，ωt は全ての要素が正規分布
N (0, σω ) に従う同一の値を持つ観測ノイズ，α は定
数である．つまり，計算コストを抑えるために多次元
の正規分布は採用せず，システムノイズは n 個の独
立した 1 次元の正規分布に従う要素から成るベクト
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図 1: 例：ジャンル「メンズファッション」に関心が

図 2: 例：ジャンル「パソコン・周辺機器」に関心が

ある場合

ある場合

ル，観測ノイズは 1 次元の正規分布に従うスカラー
値と n 次元の要素が全て 1 のベクトルとの積である．
また，∆t が乗じてある項は，関心分野は急激には変
化しないという仮定を表しており，関心があると推
定されたジャンルの関心度合いをしばらくの間強め
る働きをする．
関心があるジャンルの測定には，Web ページに商
品のジャンル情報が付加されている EC サイトにて，
ユーザが閲覧した履歴ログを用いる．ジャンル情報
と時間情報のペアを抽出し，時系列的にジャンル情
報を座標軸を示す ID 情報に変換したのち，ID 情報
の観測積算カウンタ値を観測値として粒子フィルタ
に入力することで，そのユーザに対する関心のある
ジャンルを表す確率分布を作成していく．
実際のデータによる評価結果は，発表当日に示す．

図 3: 例：ジャンル「メンズファッション」と「パソ
コン・周辺機器」の両方に関心がある場合

4.

おわりに

個別の分野・商品への関心度合いを推定するのでは
なく，関心があると思われる想定した全てのジャン
ルへの関心度合いを粒子による近似的な確率分布と
して保持することにより，ユーザの多様な興味へ対
応する興味分野表現・推定手法を提案した．また，確
率分布空間として座標軸とジャンルを対応させ，想
定ジャンルの数だけ空間の次元を増やすことでマル
チカテゴリ問題の解決を図った．多次元空間の導入
は粒子フィルタによるデータ同化の手法としては普
通に用いられるが，Web 上の EC サイトでのユーザ
行動分析にも有効である．本研究ではジャンル分類
済みの Web ページの閲覧情報のみを用いたが，より
カバレッジの広い検索キーワードを用いたり，ユーザ
のネット上の発言や商品等の評価情報へ適用しデー

タ同化の手法により結果を統合することが今後の課
題である．
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