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コンテンツの多様性を考慮したクロスドメイン推薦
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概要：ユーザに関する情報を獲得するドメインと推薦対象のアイテムが属するドメインが異なる環境の情
報推薦であるクロスドメイン推薦が研究されている．本論文では，アイテムの内容や話題が多様なドメイ
ンとしてテレビ番組を対象とし，放送ごとの番組に適した書籍推薦を目指す．番組によって放送内容は異
なるため，関連書籍の抽出に有効な特徴量は番組ごとに異なる．たとえば，ニュースやドラマでは番組の
キーワードやタイトル，出演者といった語が有効である一方，料理番組や旅番組では料理名や旅の場所よ
りも料理や旅といった抽象的な話題（トピック）が有効であると考えられる．さらに，クロスドメイン推
薦の性質上，関連書籍が存在しない番組がある．本論文では，このようなコンテンツの多様性を考慮した
クロスドメイン推薦手法を提案する．提案手法では，TF-IDF と LDA の 2 つの特徴量によって，異なる
抽象度で番組と書籍を表現し，これらを重み付けして併用することで書籍を抽出する．さらに，識別器を
用いて推薦を行う前に推薦に不適な番組の判別および適切な特徴量の重みの決定を行う．評価実験では，
提案手法が，TF-IDF のみを用いた手法よりも推薦精度が高いことを確認した．また，推薦に不適な番組
には書籍を推薦せず，番組ごとに特徴量の重みを変えることで，推薦精度が向上した．さらに，被験者が
選択した番組に対して興味を持つ書籍の推薦が可能であることを確認した．
キーワード：クロスドメイン推薦，テレビ番組，書籍，コンテンツベースフィルタリング
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Abstract: Recently, many researches have been conducted on cross-domain recommender systems that combine information from diﬀerent domains. We propose a method for providing recommendation of books based
on TV program information which contains a variety of contents. An important feature in TV domain for
extracting books related to a program is diﬀerent for each program. Furthermore, there are unnecessary
programs, such as home shopping, that are not suited for book recommendations because of the environment
of cross-domain recommendation. In the proposed method, we use both TF-IDF and LDA methods, which
can express programs and books with diﬀerent abstraction levels, to extract books by weighting and combining these two methods. Moreover, the unnecessary programs are removed and the adequate combining ratio
of TF-IDF and LDA methods suited for recommending each program are selected with classiﬁcation. Our
experimental results show that the proposed algorithm using both TF-IDF and LDA methods has higher precision than a method using only TF-IDF. The proposed algorithm also achieves higher precision by removing
unnecessary programs and changing the combining ratio according to programs. Additionally, we conﬁrmed
that our method can successfully recommend books which interest the research participants corresponding
to the programs each participant selected.
Keywords: cross-domain recommendation, tv program, book, content-based ﬁltering
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1. はじめに

話題に対する興味が喚起されると考えられる．たとえば，
ドラマやアニメでは原作本や出演者に関する書籍，経済

ユーザの嗜好や状況に適した情報を抽出し，提示する推薦

ニュース番組ではビジネス書籍というように，番組に関連

システムは，EC（Electronic Commerce）サイトの Amazon

する書籍を視聴者に提示できれば，書籍の販売促進や書籍

や，動画配信サービスの Netﬂix など，さまざまなサービ

ストアの利用促進が期待でき，書籍の購入履歴やストアの

スや製品に利用されており，売り上げの促進に貢献してい

利用履歴がないユーザに対しても推薦が可能になる．さら

る．推薦システムを対象とした研究の中でも，クロスドメ

に，本論文の対象ではないが，番組に対するユーザの好み

イン環境における推薦が注目されている [1], [2]．クロスド

を獲得できれば，ユーザの嗜好を考慮した書籍などの推薦

メインとは，推薦対象のアイテムが属するドメイン（ター

への展開も期待できる．

ゲットドメイン）と，ユーザについての知識を獲得するド

番組と書籍の類似性を算出するには，さまざまな種類

メイン（ソースドメイン）が異なることをさす．ドメイン

の番組が存在することを考慮する必要がある．たとえば，

の定義は研究者によってさまざまであるが [1]，ドメインを

ニュース番組では事象を表すキーワード，トーク番組やア

またがった推薦が可能となれば，商品の併売やターゲット

ニメでは番組の出演者やタイトルなど単語そのものが有効

ドメインでの利用履歴が十分に存在しないユーザへの推薦

である一方で，旅番組や時代劇では，特定の語より抽象的

が期待できる．

な概念であるトピックが有効である．そのため，複数の特

推薦システムは主に，多数のユーザの履歴を活用する協

徴量を用い，番組ごとに重視する特徴量を変えて書籍との

調フィルタリングをベースとした手法と，アイテムに含ま

類似性を算出できれば効果的な推薦につながる．さらに，

れる説明文などの属性を利用するコンテンツベースフィル

クロスドメイン推薦の性質上，ターゲットドメインにソー

タリングの 2 つに分けられる [3]．クロスドメイン推薦に

スドメインと関連するアイテムが存在しないことがある．

おいて，協調フィルタリングの手法では，ドメインをまた

たとえば，通販番組や短時間の番組などでは，関連する書

がって利用するユーザの履歴の獲得が難しく，新規アイテ

籍が存在しない場合がある．本論文では，このような番組

ムや新規ユーザへの推薦が困難であるコールドスタート問

を推薦に不適な番組と呼ぶ．推薦に不適な番組を判別し，

題がある．一方，コンテンツベースの手法では，ドメイン

推薦結果から省くことで，推薦精度の向上が期待できる．

をまたがったアイテム間の類似性を算出する必要があり，

また，視聴履歴からユーザの嗜好を獲得する際にも，推薦

そのための特徴量の獲得が重要である．

に不適な番組の判別は利用しないといった方法が有効であ

本論文では，コンテンツの多様性を考慮したクロスドメ

ると考えている．

イン推薦手法を提案する．コンテンツとは，アイテムに含

本論文ではテレビ番組を対象としたが，アイテムごとに

まれる情報（内容）をさし，コンテンツの多様性を持つド

有効な特徴量が異なる点や，対応するアイテムが存在しな

メインの 1 つとして，テレビ番組に着目する．ここでの多

い点は，雑誌やラジオなど多様なコンテンツを扱う他ドメ

様性とは，番組が対象とする話題やジャンル，コーナ，シ

インでも存在するため，提案手法は他ドメインでも有用で

リーズなどをさす．推薦対象は書籍とし，放送ごとの番組

あると考えている．

に適した書籍の推薦に取り組む．コンテンツの多様性は書

提案手法は，上述したコンテンツの特性を考慮するため，

籍にも存在しており，書籍の内容やジャンルもさまざまで

放送回ごとに作成される詳細な番組履歴を利用し，コンテ

ある．本来は，ソースドメインおよびターゲットドメイン

ンツベースの手法を採用する．TF-IDF と Latent Dirichlet

の両方の多様性について考慮するべきであるが，本論文で

Allocation（LDA）[4] の 2 つの特徴量によって，異なる抽

は，ソースドメインの多様性を考慮することから取り組む．

象度で番組と書籍を表現し，それらを重み付けして併用す

書籍を推薦対象としたのは，書籍と番組は関連があると

ることにより，番組に適した書籍の順位付けを行う．また，

考えたためである．ニュースや映画，料理番組など番組の

識別器を用いて，推薦を行う前に推薦に不適な番組の判別

放送内容はさまざまであり，それぞれの話題や番組に関連

とともに番組ごとに特徴量の適切な重みの決定を行う．

する書籍は多数存在する．また，番組内で書籍を紹介する

本論文の構成は，次のとおりである．2 章で，本論文に

コーナが存在したり，ドラマ化やアニメ化された書籍の売

関連する研究について述べる．3 章で，提案手法について

り上げが伸びたりすることは，番組と書籍は関連が深く，

述べ，4 章では，その評価実験について述べる．5 章で，本

番組を見るユーザと書籍を読むユーザが重なることを示唆

論文をまとめる．

している．すでに，書籍を含め，番組で紹介されたアイテ
ムを提示するサービス*1 も存在する．また，番組は書籍よ
りも手軽に見ることができ，番組の視聴者は，放送された
*1

価格.com テレビ紹介情報（http://kakaku.com/tv/）や goo テ
レビ番組（http://tvtopic.goo.ne.jp/）など．

c 2016 Information Processing Society of Japan


2. 関連研究
本章では，クロスドメイン推薦，テレビ番組推薦，およ
び TF-IDF と LDA を併用したテキストマイニングに関す
る研究を紹介する．
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2.1 協調フィルタリングを用いたクロスドメイン推薦
クロスドメイン推薦の研究は，コールドスタート問題の

は，放送局や出演者といった概要だけが記載され，実際の
放送内容は記述されていないことが多い．

緩和や，他ドメインの情報を用いた精度向上，ユーザモデ

Elkahky ら [14] は，多数のユーザの検索クエリとアイテ

リング，多様性向上などを目的として行われている [1]．ク

ムの説明文，およびクリックストリームデータ（ページ遷

ロスドメイン推薦の研究では，ドメインに関する知識を必

移情報）を用いてアイテムとユーザの嗜好を表すことで，

要としない協調フィルタリングの手法 [5], [6], [7] をベース

Windows アプリケーション，ニュース，映画・テレビを

に行われていることが多い．また，ユーザモデリングのた

対象に推薦を行っている．しかし，この手法では，多くの

めに Facebook [8] やソーシャルブックマーク [9] なども用

ユーザの履歴が複数のドメインで必要であり，検索エンジ

いられる．

ンやポータルサイトなど，多数の履歴を保持するごく一部

Li ら [10] は，評価を付けたアイテム数が全体の数に対

のサイト運営者しか利用できない．

して少ないと推薦の質が低下する sparsity 問題 [3] に対し，
ソースドメインから獲得したアイテムに対する評価値パ
ターンを，ターゲットドメインに転移し利用する手法を提
案している．

2.3 テレビ番組推薦
テレビ番組の視聴時間は減少傾向にあるものの，依然と
して，長時間を占める [15]．さらに，日常的にユーザが視

中辻 [11] らは，同じアイテムを共有するユーザや，ソー

聴するテレビには，ユーザの嗜好が現れ，視聴履歴は，嗜

シャルネットワーク上でのユーザの関係から，ユーザを

好が反映されたライフログと考えることができる．このよ

ノード，ユーザ間の類似度を重みとしたエッジを持つグラ

うな情報からユーザに適した情報提示ができれば有益で

フを構築し，ランダムウォークを用いてユーザ間類似度を

ある．この視聴履歴を用いた番組推薦の研究が行われてい

計算し，推薦を行っている．

る [16], [17], [18], [19], [20]．番組の情報を利用し，ユーザ

協調フィルタリングをベースとした手法は，ユーザの履

や番組に適した情報を抽出する点では本論文と共通してい

歴を多く必要とする．しかし，サービスやシステムの開始

るが，これらの研究の推薦対象は番組であり，番組以外の

当初には，多数の履歴の獲得は難しい．また，協調フィル

アイテムを推薦するクロスドメインの推薦やその評価は行

タリングは，アイテムの内容や特性を考慮できないため，

われていない．

放送ごとの番組に適した書籍の抽出が困難になると考えら
れる．さらに，テレビ番組は逐次新たなものが放送され，

2.4 TF-IDF と LDA を併用したテキストマイニング

放送時のみ視聴される番組も多いことから，協調フィルタ

近藤ら [21] は，ユーザが興味のあるトピックを推定す

リングをベースとした場合，コールドスタート問題が顕著

るため，ユーザが Twitter に投稿したツイートのテキスト

になることが予想される．

を解析している．ツイートから LDA によって獲得したト
ピックに加えて，TF-IDF により単語の重要度を考慮するこ

2.2 コンテンツベースフィルタリングを用いたクロスド
メイン推薦

Fukazawa ら [12] は，ユーザの実世界での行動（タスク）

とで，ユーザごとにトピックを獲得している．このトピッ
クを用いて，ユーザ間の類似度を算出することで，ユーザ
の興味のあるトピックを推定している．この手法は，単語

と，それに関連する検索語に着目して構築したモデルを利

の重要度を考慮したトピックを獲得するために TF-IDF と

用し，ニュース，テレビ番組，モバイルサイトに対するユー

LDA を併用している．アイテムの特徴量として TF-IDF

ザ個人の評価値を用いて，嗜好に適した推薦を行っている．

と LDA を併用する研究は他にも行われているが [22], [23]，

アイテムとユーザの嗜好をタスクで表現することで，ドメ

アイテムごとに有効な特徴量が異なるという問題を解決し

インをまたがった推薦を可能にしている．しかし，タスク

ていない．本論文は，クロスドメイン推薦において，アイ

に抽象化すると，個々のアイテムの特徴が失われてしまう．

テムごとに適切な特徴量を適応的に利用することを目的に

たとえば，異なるドラマを見た場合でも，タイトルは考慮

TF-IDF と LDA を併用しており，この点が異なる．

されず「ドラマを見る」というタスクに抽象化されるため，
多様なコンテンツを表現できない．

3. 提案手法

Fernández-Tobı́as ら [13] は，異なるドメインに属するア

本論文では，多様なコンテンツを持つ番組に適した書籍

イテム間の類似度を，Wikipedia の記事間のリンク関係か

を抽出する手法を提案する．前述のコールドスタート問題

ら獲得し，興味のある場所に適した音楽の推薦を実現して

を回避するために，コンテンツベースの手法を採用する．

いる．しかし，この手法では，Wikipedia に記載されてい

コンテンツとは，アイテムに含まれる情報の内容をさし，

ないアイテムの推薦ができない．さらに，記事として記載

テレビ番組では，番組が対象とする話題やジャンルなど多

されている内容が，アイテムの特徴を十分に表していると

様である．

は限らない．たとえば，Wikipedia のテレビ番組の記事に

c 2016 Information Processing Society of Japan
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TF-IDF と LDA を特徴量として用いる．TF-IDF は単語

開始日などがある．推薦対象の書籍は，アダルトなど一部

に対し重み付けする手法であるが，同形異義語が存在して

ジャンルを省いた約 20 万冊とした．

いたり単語への重み付けが適切に行えなかったりすると，

番組説明文やキーワードの分量は，番組によって異なる．

関連が薄い書籍が抽出されることがある．一方，LDA は

たとえば，ニュース番組では，1 つ 1 つの話題に対し，詳

説明文などの背景に存在するトピックをとらえる手法で，

細な文章が付与される一方，ドラマや短時間番組では，番

番組や書籍の話題を考慮できる．しかし，説明文が十分に

組説明文が非常に短い場合もある．これは，書籍情報にお

なかったり書籍や番組から推薦に有効なトピックを得ら

いても同様であり，雑誌のように多くの話題がある場合に

れなかったりすると関連が薄い書籍が抽出されることが

は長いが，小説や漫画などではあらすじのみが記述され，

ある．そこで，これらの特徴量を併用し補うことで，書籍

短い場合もある．

を抽出する．それぞれの特徴量について番組と書籍の距離
（非類似度）を算出し，書籍を順位付けした後，2 つの順

3.2 特徴量の抽出

位を足し合わせることで，番組に対して書籍を順位付けす

TF-IDF によるベクトルと LDA を用いたトピックベク

る．TF-IDF と LDA のそれぞれの順位を足し合わせる際

トルの 2 つのベクトルで，番組と書籍の特徴を表現する．

に，両者を考慮する割合として重みを導入し，これを本論

異なる抽象度の特徴量を組み合わせることで，推薦精度を

文では利用比率と呼ぶ．TF-IDF の利用比率を高めること

向上させることを目指す．

で，個々の単語を重視する．一方，TF-IDF の利用比率を

3.2.1 特徴語の獲得

下げ，LDA の比率を高めるとトピックを重視した推薦を
行う．
加えて，推薦に不適な番組の識別と番組に適した特徴量

まずはじめに，番組情報および書籍情報から，特徴語を
獲得する必要がある．それぞれの情報に含まれる属性の一
部を利用し，番組情報からは，タイトル，コーナ名，サブ

の利用比率を定めるため，番組ごとに複数の利用比率で抽

コーナ名，番組説明文，キーワード，出演者を利用する．

出した書籍に対して，事前に与えた評価値を利用する．こ

書籍情報では，タイトル，シリーズ名，著者，書籍説明文を

の評価値は，書籍ごとに番組と関連があるかという観点で，

利用する．それぞれの文章から，MeCab *3 を用いて形態素

少数の分析者が与えることを想定している．これを利用す

に分け，単語を得る．今回は，形態素のうち数詞や非自立

ると，番組ごとに推薦に不適か否かを判断でき，推薦に適

語などを除いた名詞を用い，一部の語については，ストッ

している場合に適切な利用比率を決定できる．

プワードとして除去した．また，形態素解析器には書籍の

本章ではまず，本論文で用いる番組情報および書籍情報

タイトルやシリーズ名，著者から構築した辞書を登録した．

について述べる．続いて，特徴量の抽出とそれらを用いた

本論文では複合名詞を考慮するために，特徴語として単語

推薦手法について述べる．最後に，推薦に不適な番組の判

ユニグラムおよび単語バイグラムを合わせて利用した．

別と利用比率を定めるための識別器の構築について述べる．

3.2.2 TF-IDF を用いた特徴量抽出

3.1 番組情報と書籍情報

を利用し，3.2.1 項で獲得した特徴語からベクトルを構築

テキストマイニングで一般的に用いられる TF-IDF 手法
番組情報は，放送内容が EPG や Wikipedia などよりも

する．まず，書籍に関して述べる．書籍 b に含まれる特徴

詳細に記述されているものを扱う．この番組情報は，1 章

語 w の重み tw,b を式 (1) で示すように計算する．tfw,b は

で述べた，番組で紹介されたアイテムを提示するサービス

書籍 b における特徴語 w の出現回数 f req(w, b) の対数であ

で利用されており，人力で作成され，放送終了直後に公開

り，式 (2) で得られる．idfwbook は IDF（逆文書頻度）と呼

される．この属性として，タイトル，放送局，番組開始時

ばれ，書籍総数 N book および，特徴語 w が出現する書籍

刻や終了時刻，出演者やジャンル，コーナがある．コーナ

数 dfwbook を用いて．式 (3) から得られる．番組情報や書籍

は，コーナ名と複数のサブコーナを含み，サブコーナは，

情報から獲得した特徴語の数は，番組や書籍によって大き

サブコーナ名，開始時刻と終了時刻，説明文，キーワード

く異なる．番組情報の特徴語は番組あたり平均で 520 語，

を含む．本論文では，サブコーナの説明文をまとめて番組

標準偏差は 760 語，書籍情報では平均で 67 語，標準偏差

説明文と呼ぶ．このような，番組に関する詳細な情報を用

は 61 語である*4 ．このような分量の異なりを考慮するた

いて，多様な放送内容を考慮し，放送ごとの番組に適した

め，TF-IDF の計算において，正規化を行う．係数 nbook
w,b

書籍の推薦を実現する．

は文章長によって正規化するために用いられ，式 (4) で得

書籍情報の属性には，書籍 ID，タイトルおよびシリーズ
名，書籍説明文*2 ，著者，出版社，ジャンル，価格，販売

られる．
*3
*4

*2

書籍の説明文には，検索結果のスニペットに表示される短いもの
と，詳細ページに記述される長いものの 2 種類あるが，本論文で
は，これらをまとめたものを書籍説明文と呼ぶ．

c 2016 Information Processing Society of Japan


http://taku910.github.io/mecab/
3.2.1 項で述べた特徴語の獲得に用いる属性の文字数の合計は，番
組情報において，番組あたり平均で 2,377 字，標準偏差は 3,321
字であった．同様に書籍情報では，平均で 345 字，標準偏差は
256 字であった．
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tfw,b · idfwbook
nbook
w,b

tfw,b = log [f req(w, b) + 1]
 book

N
+1
idfwbook = log
dfwbook + 1

2
(tfw,b · idfwbook )
nbook
w,b =

(1)
(2)
(3)
(4)

番組でも同様に，特徴語から TF-IDF ベクトルを獲得
する．番組 p に含まれる特徴語 w の重み tw,p を tfw,p（式

(6)），idfwtv （式 (7)）および ntv
w,p （式 (8)）をもとに式 (5)
で示すように計算する．ここで，出現した特徴語の IDF 値
（式 (7)）が必要になるが，今回は利用する情報数が多いド
メインである書籍情報から構築したもの（式 (3)）を用い
た．特徴語の IDF 値はドメイン間で異なるが，この考慮に
ついては，今後の課題とする．

tw,p

tfw,p = log [f req(w, p) + 1]
 book

N
+1
idfwtv = idf book = log
dfwbook + 1

2
ntv
(tfw,p · idfwtv )
w,p =

ピックを構築すると，複数の話題が混在したトピックが生
成され，書籍との類似性を算出することが困難になること
が予想される．そのため，書籍群から構築したトピックを
用いて番組を表す．書籍群の P (w|zn ) を用いて，ギブス
サンプリングによって，番組 p の P (zn |p) を獲得し*5 ，ト
ピックベクトル vp を得る．番組のトピックベクトル vp の

w∈V

tfw,p · idfwtv
=
ntv
w,p

故など多様な話題が放送される．そのため，番組群からト

次元数は，書籍と同じく K = 100 であり，要素は，番組に
おける書籍群から構築したトピックの強さを表す．

3.3 TF-IDF と LDA を併用した推薦
TF-IDF で得られた特徴語の重みベクトルと LDA によっ
て獲得したトピックベクトルの 2 つの特徴量をもとに，番組
と書籍の距離（非類似度）を算出する．はじめに，TF-IDF
の重みベクトルを用いて番組ごとにすべての書籍と番組の
距離 distance を式 (10) を用いて算出し，昇順に並べ替え，

(5)
(6)
(7)

順位 ranktfidf を算出し，上位 k 冊を抽出する．前もって，

TF-IDF の上位書籍を抽出することで，番組と関連が薄い
書籍にもかかわらず LDA のトピックベクトルと近くなり，
誤って抽出されることを防ぐ．距離 distance は式 (11) の
コサイン類似度を変換した式 (10) を用い，p は番組，b は

(8)

w∈V

書籍の特徴量を表す．k を大きくすると，トピックベクト
ルを重視できるようになるが，本論文では k = 100 とした．

3.2.3 LDA を用いた特徴量抽出

distance (p, b) =

3.2.1 項で獲得した特徴語をもとに，LDA を用いてト
ピックベクトルを構築する．LDA は，文書に出現する単語

cos (θ) =

とその背景に隠れて存在するトピック（話題）の関係を確

2 · cos−1 (cos (θ))
π

p·b
 p  b 

(10)
(11)

次に，先ほど抽出した上位 k 冊の書籍に対して，トピッ

率的に表したトピックモデルの 1 つであり，情報検索 [24]
などのテキストマイニングをはじめとして，協調フィルタ

クベクトルによって式 (10) から距離 distance を算出し，

リング [4] など幅広い分野で利用される．LDA では，特徴

昇順に並べ替え，順位 ranktopic を得る．番組 p に対する

語 w（w ∈ W ）の列で表された文書群 d（d ∈ D）とトピッ

書籍 b のスコア s を，TF-IDF の順位 ranktfidf と，トピッ

ク数 K を入力することで，トピック zn（n = 1, . . . , K ）に

クによる順位 ranktopic ，およびそれらの利用比率 α から，

おける語 w の確率分布 P (w|zn ) および，各文書 d における

式 (12) を用いて算出する．スコア s をもとに，昇順に並

トピック zn の確率分布 P (zn |d) を推定する．本論文では，

べ替えることで，番組に対する書籍の順位付けを行う．も

1 つの文書（書籍または番組）のトピックの分布 P (zn |d)

し，複数の書籍が同一スコアであった場合には，TF-IDF

を用いて，式 (9) で表したベクトル vd をトピックベクトル

による距離と，LDA による距離を掛けたものが小さい順

と呼ぶ．トピックベクトルの次元数はトピック数 K であ

に上位に順位付けする．

り，要素はトピックの強さを表す．

vd = (P (z1 , d), P (z2 , d), . . . , P (zK , d))

sp,b = α · ranktfidf (p, b)
+ (1 − α) · ranktopic (p, b)

(9)

(12)

α = 1 のとき，推薦書籍は TF-IDF のみでの順位とな

LDA の実装の 1 つである Mallet [25] を用いて，まずは，
書籍群から P (w|zn ) と P (zn |b) を獲得し，書籍 b のトピッ

り，α = 0 のとき，TF-IDF での上位 k 冊をトピックベク

クベクトル vb を得る．トピック数 K は本論文では 100 と

トルで順位づけたものとなる．α = 0.5 のとき，TF-IDF

した．

とトピックベクトルの順位を同等に考慮する．TF-IDF と

続いて，番組のトピックベクトルを獲得する．番組は書

トピックベクトルを併用することで，TF-IDF で人の名前

籍に比べ，多様な話題が放送されることが多い．たとえば，

といった同形異義語などの不適切な語により抽出された書

朝の情報番組では，ニュースや特集，天気予報などさまざ

籍の順位を下げ，番組とトピックが類似する書籍の順位を

まな話題があり，ニュースにおいても，殺人事件や交通事

*5
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Mallet に含まれる機能である TopicInferencer を利用した．
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表 1

番組に対する推薦書籍の例

Table 1 Example of recommendation results.
利用比率

α=0

α = 0.5

α=1

順位

ranktfidf

ranktopic

1

60

1

2

32

2

電線一本で世界を救う

汚染物質 物質 汚染

3

36

3

エコで世界を元気にする！

プラスチック 汚染 生産

1

6

4

複合汚染（新潮文庫）

有害物質 物質 汚染

2

2

16

有害化学物質の話

プラスチック 有害 物質

3

7

11

1

1

26

2

2

3

3

書籍タイトル
中国 大気汚染

関連語

PM2.5 の霧，どうなる日本への影響

循環型社会

持続可能な未来への経済学

汚染 物質 濃度

リサイクル 有害 ゴミ

プラスチック材料活用事典

プラスチック リサイクル 種類

16

有害化学物質の話

プラスチック 有害 物質

33

図解入門よくわかる最新 プラスチックの仕組みとはたらき

プラスチック 種類 素材

高めることが期待できる．

評価値を付けたデータを準備する．評価値は，少人数の分
析者により番組と書籍が関連があるかという観点に基づい

3.4 推薦書籍の例

て付与するか，A/B テスト*6 によりランダムに定めた利用

3.3 節で述べた手法で抽出した，推薦書籍の例について

比率を用いて多数の被験者に提示しどの比率が最もページ

記す．2015 年 10 月 29 日放送のクローズアップ現代という

遷移や購買を起こしたかを測ることでの獲得を想定してい

番組は，
「海に漂うマイクロプラスチックが海洋環境汚染に

る．また，本論文では利用比率 α は 0，0.5，1 の 3 つのう

与える影響」についての特集であった．提案手法によって

ちのいずれかを用いる．

抽出した α = 0，0.5，1 に対する推薦書籍を表 1 に示す．
表中の関連語は，番組と書籍の特徴語において TF-IDF 値

続いて，番組 p のそれぞれの利用比率で得られた評価値
を正解情報として利用比率 α = a の精度 P recp,α=a を求め

の積が大きい 3 語を示す．α = 1 では，TF-IDF が重視さ

る．この精度は，上位 k 冊の適合率を表す Precision@k を

れるため，番組説明文に頻出した「プラスチック」という

算出することで得る．Precision@k を式 (13) に示す．式中

具体的な語に関連する書籍が抽出されており，図鑑などの

の n は正解書籍（
「関連がある」と評価が付けられた書籍）

書籍が抽出されている．一方で，α = 0 では LDA による

の数を表し，k は，推薦書籍数（順位付けられた書籍の上

トピックベクトルが重視されるため，番組のトピックに適

位 k 冊）を表す．

した，環境問題や大気汚染に関連する書籍が抽出される．

Precision@k =

それぞれの順位を半分ずつとした α = 0.5 についても同様
に，環境問題に関わる書籍が抽出される．

3.5 推薦に不適な番組の判別と TF-IDF と LDA の利用
比率の決定
クロスドメイン推薦の特性上，ソースドメインのアイテ

n
k

(13)

ベクトル P recp = (P recp,α=0 , P recp,α=0.5 , P recp,α=1 )
をもとに，k-means により番組をクラスタリングし，各ク
ラスタにおける Precision@k の平均を算出する．このとき，
すべての利用比率で精度が高いクラスタ（利用比率に関係
なく正しく推薦が行えているクラスタ）や，すべての利用比

ムに対応するターゲットドメインのアイテムが存在しない

率で精度が低いクラスタ（推薦に不適な番組のクラスタ）
，

場合がある．これにより，たとえば通販番組や短時間の番

TF-IDF またはトピックベクトルのいずれかが有効なクラ

組にはそもそも関連する書籍が存在しないのにもかかわら

スタなどが現れると考えられる．この得られたクラスタに

ず，推薦手法によって関連性が薄い書籍が抽出されてしま

対して，その精度をもとに，分析者が推薦に不適なクラス

うという問題が生じる．このような，推薦に不適な番組を

タと定めるか，それ以外のクラスタでは利用する利用比率

判別し，推薦結果から省くことで，推薦精度の向上が期待

を定める．このクラスタを目的変数，番組の特徴量を説明

できる．また，TF-IDF とトピックベクトルの利用比率を

変数として，識別器を学習する．番組の特徴量からクラス

表す α は，番組によって適切な値が異なると考える．たと

タを推測し，推薦に不適なクラスタに属するかを判別する．

えば，バラエティやトーク番組では出演者，アニメや映画

それ以外のクラスタに属する場合は，先に定めた属するク

ではタイトルといった語そのものが有効である．一方で，

ラスタの利用比率を利用する．本論文では，識別器は線形

料理番組や時代劇では，番組説明文の背景に存在するト

SVM *7 を利用する．特徴量として，番組の TF-IDF ベク

ピックも有効であると考えられる．

*6

推薦に不適な番組の判別と，利用比率 α を定めるために
識別器を用いる．あらかじめ，一定期間の番組に対し，複
数の利用比率 α で書籍を抽出し，それぞれの書籍に対して
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*7

A/B テストは，主に Web ページの最適化に用いられる手法で，
オリジナルのパターン（A）と，操作を施したパターン（B）に
対し，ユーザをランダムに振り分け，その反応を比較することに
より，最適なパターンを選ぶ手法 [26] である．
線形識別器の実装の 1 つである liblinear [27] を利用した．
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トルとトピックベクトルおよび番組のカテゴリを用いる．

4. 評価実験
提案手法を評価するため，2 つの実験を行った．1 つ目
は，被験者が自身の興味とは無関係に多数の番組に対して
評価値をつけ，TF-IDF と LDA によって獲得したトピッ
クベクトルを併用した推薦の有効性を確認する．また，被
験者による評価値をもとに，番組を k-means によってクラ
スタリングし，クラスタごとに推薦に不適な番組や適切な
利用比率を定める．さらに，識別器を用いて，番組が属す
るクラスタを判別できるかを評価し，最後に，定めた利用
比率を用いることで精度が向上するかを評価する．2 つ目
は，被験者自身に番組を選択してもらい，それらに対し書
籍を抽出する．番組ごとに推薦された書籍が被験者にとっ

図 1 推薦結果を表示するアプリケーション

Fig. 1 Application to show recommendation results.

て興味があったかを評価する．
「提示された書籍は番組と関連があるか（良い推薦書籍か）
」

4.1 評価に用いたアプリケーション

という観点で，2 段階での評価値（
「関連がある」と「関連

評価実験を行うにあたり，被験者に書籍情報などを提示

がない」
）をつけてもらい，提案手法による書籍推薦の精度

するアプリケーションを構築した．図 1 にアプリケーショ

を算出する．

ンの一部を示す．このアプリケーションでは，1 つの番組

4.2.2 評価結果

に対して管理者側で選択した，いくつかの推薦手法によっ

評価尺度は，ある番組に対し，被験者に提示した上位 5

て書籍を提示する．番組のタイトル，出演者，コーナ名，

冊のうち「関連がある」と評価が付けられた書籍の割合

番組説明文とともに，書籍のタイトル，画像，著者，シリー

を表す Precision@5 と，
「関連がある」と評価付けられた

ズ名，書籍説明文，スコアと関連語*8 ，に加え，書籍に関

各書籍での順位における Precision@k を算出し上位 5 冊の

する詳細な情報を得られるように書籍ストアへのリンクを

平均を算出した Average Precision を利用する．Average

表示している．また，被験者が書籍に対する評価値を数字

Precision を式 (14) に示す．式中の n は「関連がある」と

で入力できるようになっている．さらに，入力の手間を省

評価が付けられた書籍の数を表し，k は，推薦書籍数（順

くため，ある番組に対する推薦書籍がすでに他の推薦手法

位付けられた書籍の上位 k 冊）を表す．評価では，k = 5

で推薦されており，被験者が評価値を入力している場合に

とした．

は，その評価値が自動で入力されるようにした．

4.2 実験 1：多数番組に対する評価

1
Precision@i
n
k

Average Precision =

(14)

i=1

多数の番組のそれぞれに関する推薦書籍に対し，少数の
被験者に評価値を付けてもらった．この評価値を用いて，
提案手法を評価する．

それぞれの被験者における番組ごとの Precision@5 の平
均を図 2 に，Average Precision を図 3 に示す．

Precision@5 および Average Precision のいずれでも，

4.2.1 評価環境

α = 0.5（TF-IDF と LDA の順位を半分ずつとしてスコア

被験者は，20 代から 50 代の男性 5 名である．1 日間

を算出）の結果は，α = 1（TF-IDF のみ）の結果と比べ

（2015 年 10 月 14 日）に東京地区で放送された，207 番

て，精度が向上している．これは，LDA を用いてトピック

組*9 を対象とする．提案手法の利用比率を

α = 0，0.5，1

を考慮することで，適切でない書籍の順位が下がったため

の 3 種類で番組ごとに書籍を順位づけし，上位 5 冊ずつ，

だと考えられる．一方で，α = 0 としてトピックを優先し

計 15 冊を 4.1 節で紹介したアプリケーションを用いて被

た場合には，α = 1 と比べて精度が低下している．これは，

験者に提示する．被験者には，提示された書籍それぞれに

多くの番組において，抽象度が高い話題によって関連が薄

*8

*9

提案手法では，番組と書籍の特徴語において TF-IDF 値の積が
大きい 3 語．LDA のみの手法では，書籍と番組のトピックベク
トルの積が大きい上位 3 つのトピックにおいて，トピックの番号
とトピックごとにトピック単語分布の確率が高い上位語 3 語を
連ねて（たとえば，
「99：日本–中国–政治 21：事件–謎–殺人 44：
芸能–テレビ–女優」）表示した．
NHK 総合および民放 5 局（TBS，テレビ朝日，日本テレビ，テ
レビ東京，フジテレビ）の全 6 局が対象である．
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い書籍が抽出されてしまったことが原因だと考えられる．
番組の Precision@5 および Average Precision について，

α = 0.5 が α = 1 よりも有意に高いかについて，有意水
準を 5%として t 検定を行った．Precision@5 での p 値は

0.0212，Average Precision での p 値は 0.0358 となり，それ
ぞれ α = 0.5 が有意に高いという結果になった．1 日間と
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図 2 各被験者の Precision@5（実験 1）

Fig. 2 Precision@5 of participants (Experiment 1).

図 4 番組 p における精度のベクトル P recp のクラスタリング結果

Fig. 4 The clustering result using the vectors of P recp of a
program.
表 2

各クラスタに属する番組数

Table 2 The number of programs in each cluster.
クラスタ

図 3

番組数

0

40

1

77

2

54

3

36

各被験者の Average Precision（実験 1）

Fig. 3 Average Precision of participants (Experiment 1).

いう一定期間内のすべての番組を対象とした場合，α = 0.5
の手法が，α = 1 よりも関連する書籍を提示できるとい
える．

4.2.3 番組と特徴量の関係の分析
4.2.2 項の評価結果はすべての番組に対して同一の α の
値を適用した場合のものである．そこで，番組ごとに有効
な特徴量が異なるかを分析する．3.5 節で述べた方法によ
り，それぞれの番組において，α = 0，0.5，1 の各比率での
番組 p の書籍推薦の精度 P recp,α=a を算出し，3 次元のベ

図 5

各クラスタの平均の Precision@5

Fig. 5 Average of Precision@5 over the samples in each cluster.

クトル P recp を k-means によってクラスタリングを行っ
た．精度の指標として，番組における被験者の Precision@5

に，各クラスタの Precision@5 を図 5 に示す．図中のエ

の平均を利用する．本論文では，k = 4 とし，番組を 4 つ

ラーバーは標準偏差を示す．図 5 に示す結果より，クラス

のクラスタに分けている．これは，番組は，すべての利用

タリングにより，クラスタ 0 は α = 0 で推薦精度が高い番

比率で推薦が有効な番組群，推薦に不適な番組群，TF-IDF

組（LDA が有効である番組）
，クラスタ 1 はいずれの比率

が有効な番組群，トピックベクトルが有効な番組群の 4 つ

でも推薦精度が高い番組，クラスタ 2 はいずれの比率でも

に分けることができると考えたためである．

推薦精度が低い番組（推薦に不適な番組），クラスタ 3 は

クラスタリング結果を可視化させたものを図 4 に示す．

α = 1 で推薦精度が高い番組（TF-IDF が有効である番組）

印はクラスタのラベル（番号）を表しており，印の重なり

の 4 つに分かれていることが分かる．この結果をもとに，

を減らし見やすくするために，各比率での精度のベクトル

クラスタごとに定めた利用比率を表 3 に示す．つまり，視

P recp の各要素にランダムな小さな数値（ノイズ）を加え

聴者が視聴した番組が属するクラスタを判別し，適切な α

て表示している．また，各クラスタに属する番組数を表 2

を指定し，番組ごとに有効な特徴量を用いれば，精度を高
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表 3 クラスタごとに定めた利用比率 α

表 5 α を固定値，クラスタラベル，正解としたときの被験者の

Table 3 Value of α assigned to each cluster.
利用比率 α

クラスタ

0

and ground truth.

0

α の定め方

0.5

1
2

Precision@5 の平均
Table 5 Average of Precision@5 with fixed α, cluster label,

3

1

Precision@5

すべて α = 0.5 とする

0.5832

識別器により判別したクラスタのラベルを利用する

0.7128

真の正解のクラスタのラベルを利用する

0.7969

None（推薦に不適な番組）

表 4 クラスタの識別結果の混同行列

Table 4 Confusion matrix of the classification result.

する．
推測したクラスタ

0
正解のクラスタ

4.3.1 評価環境

0

1

2

3

適合率

6

13

21

0

0.1500

被験者は，20 代から 50 代の男性 14 名，20 代女性 1 名

1

3

52

13

9

0.6753

である．2015 年 9 月 1 日から 10 月 31 日までの番組を対

2

4

9

40

1

0.7407

象に，被験者に 10 番組程度を選択してもらった．番組ご

3

0

21

6

9

0.2500

とに，提案手法（α = 0，0.5，1）および，LDA のみの計

4 種類の手法の推薦結果を，4.1 節のアプリケーションで
めることができるといえる．

被験者に提示する．提案手法の α = 0 は LDA の順位を重

4.2.4 識別器の構築とその評価

視するが，TF-IDF によってあらかじめ上位 k = 100 冊を

番組ごとに適切な α の値を設定するため，3.5 節で述べ

抽出した後に，LDA の距離によって順位付けする．一方，

た識別器を構築し，番組の特徴量から属するクラスタを判

LDA のみの手法は，すべての書籍を対象として LDA の距

別する精度を 10-closs-validation によって評価した．クラ

離によって順位付けする．手法ごとに 10 冊を提示し，そ

スタの識別結果の混同行列を表 4 に示す．平均適合率は

れぞれの書籍に対して 5 段階評価で「推薦書籍に興味があ

0.5169 となった．クラスタ 1 とクラスタ 2 の適合率は一定

るか」を尋ねた．また，比較対象として，2015 年 9 月の売

程度あるが，クラスタ 0 とクラスタ 3 の適合率は低い．ク

り上げランキングの上位 10 冊の書籍を番組に関係なく被

ラスタ 0 はクラスタ 2 に誤識別され，クラスタ 3 はクラス

験者に提示し，同様に 5 段階評価で尋ねた．

タ 1 に誤識別されることが多い．この識別精度の低さの原

4.3.2 評価結果

因は，話題の多様さに対して訓練データが少ないことが考

被験者が選択した番組数の平均は，11.7 番組であった．

えられる．実験では，1 日間の番組情報を対象としたため，

5 段階評価での評価値において，4 以上を正解書籍とした場

放送内容が類似する番組が多くなかった．識別精度を向上

合の被験者ごとの平均の Precision@10 を図 6 に，Average

させるためには，少なくとも 1 週間程度の番組に対する評

Precision を図 7 に示す．さらに，5 段階評価の 4 以上を

価値を用いる必要があると考えている．

正解書籍とした，売り上げランキングの Precision@10 と

4.2.5 推薦に不適な番組の判別および利用比率の決定に

Average Precision を図 8 に示す．

関する評価

Precision@10 および Average Precision ともに被験者ご

4.2.4 項で構築した識別器を用いて，番組の特徴量から

との平均は α = 0.5 で最も高くなった．Precision@10 に

番組が属するクラスタを推測し，そのクラスタに応じた

おいて，α = 0.5 は α = 1（TF-IDF のみ）と比較して

表 3 の利用比率 α を用いて書籍を推薦する．本項では被

0.1882 から 0.2144 に向上している．また，Precision@10

験者の評価値をもとに，推薦された書籍が番組と「関連が

と Average Precision ともに LDA のみが最も低い．これは

ある」とされた精度を計測する．結果を表 5 に示す．識

トピックだけを用いると，番組と関連が薄い書籍が抽出さ

別器を用いて推測した利用比率を用いた場合には被験者の

れてしまうためである．しかし，トピック単体では精度が

Precision@5 の平均は 0.7128 となり，すべて α = 0.5 とし

低い LDA も，TF-IDF と組み合わせることで，精度が向

たときの 0.5832 よりも，約 0.22 改善された．これは，識

上している．また，売り上げランキングは，漫画といった

別器を用いたことで，推薦に不適な番組を除くことができ，

特定のジャンルに偏っているため，被験者によって精度の

かつ番組ごとに適切な利用比率を定めたためであると考え

ばらつきが大きく，中央値は提案手法（α = 0.5）のそれよ

られる．

りも低い．このことから，提案手法は売り上げランキング
の書籍と同等の精度で番組に関連した書籍が得られている

4.3 実験 2：被験者選択番組に対する推薦結果の評価
被験者自身に番組を選択してもらい，提案手法によって
推薦した書籍は，被験者が興味を持つものであるかを評価

c 2016 Information Processing Society of Japan


といえる．
続いて，各被験者の Precision@10 および，Average Pre-

cision について，α = 0.5 が α = 1（TF-IDF のみ）よりも，
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4.3.3 推薦に不適な番組の判別および利用比率の決定に
関する評価

3.5 節で述べた手法により構築した識別器を用いて，被
験者が選択した番組が属するクラスタを推定し，クラスタ
ごとに定めた TF-IDF と LDA の利用比率を用いることで，
推薦精度が向上するかを評価する．評価値は，実験 1 で得
た 1 日間のすべての番組に対するものを利用する．クラス
タごとの利用比率は 4.2.3 項で述べたものと同じく，表 3
に示したものを利用する．
被験者が選択した番組の総数は 176 番組であり，推定し
たクラスタごとの番組数は，クラスタ 0 が 15，クラスタ 1
図 6 各被験者の Precision@10（実験 2）

Fig. 6 Precision@10 of participants (Experiment 2).

が 77，クラスタ 2 が 75，クラスタ 3 が 9 となった．推薦
精度は，すべての番組で利用比率を α = 0.5 としたときの
被験者の Precision@5 の平均が 0.2144 であった．一方，識
別器を用いて利用比率を定めた場合には 0.2338 となった．
有意な差があるかを調べるため，t 検定を行ったところ p
値は 0.4182 となった．識別器を用いても精度が向上した
とはいえない結果となったが，これは，被験者は番組を 2
カ月間に放送されたものから選択しているため，それらの
番組を識別するのに十分な訓練データが存在しなかったこ
とが原因であると考えられる．4.2.4 項で述べたように，1
日間の番組を対象にした場合には精度が向上していること
から，訓練データを十分に増やすことにより，識別精度が
高まることで，適切に推薦に不適な番組の判別とともに適

図 7

各被験者の Average Precision（実験 2）

Fig. 7 Average Precision of participants (Experiment 2).

切な利用比率を定めることができ，推薦精度は向上すると
考えられる．

5. おわりに
多様なコンテンツを持つドメインを対象に，クロスドメ
イン推薦に有効な推薦手法を提案し，テレビ番組に関する
情報を用いて，書籍を推薦するシステムを構築した．提案
手法は，TF-IDF と LDA を適応的に併用し，それぞれの欠
点を補い，有効な特徴量が番組ごとに異なることを考慮し
た．また，クロスドメインの性質上，ターゲットドメイン
（書籍）にソースドメイン（番組）と関連があるアイテム
が存在しない場合があり，このような推薦書籍が抽出でき
ない推薦に不適な番組を識別器によって判別し，番組ごと
図8

に有効な特徴量を定めた．被験者による評価実験を行い，
売り上げランキングに対する被験者の Precision@10 と Aver-

age Precision
Fig. 8 Precision@10 and Average Precision of the results of
top seller ranking.

TF-IDF と LDA の併用が有効であることを示し，さらに，
識別器を用いることで推薦精度が高まることを確認した．
今後の課題や展望として，ユーザの嗜好を考慮した推薦
がある．既存の機械学習やユーザモデリングの手法を用い

有意に高いかについて，有意水準を 5%として t 検定を行っ

るなどして，視聴履歴から嗜好を抽出し，番組やその関連

た．Precision@10 において p 値は 0.0221，Mean Average

書籍に対するフィルタリングを行う．特に，テレビ番組を

Presicion において p 値は 0.0517 となった．Average Pre-

対象とした場合，被験者が番組のどの部分に興味を持って

cision では，有意差は生じなかったものの Precision@10 で

視聴しているかや，複数人の利用者が居る場合の視聴者の

は有意な差が生まれたことから，興味を喚起する推薦が可

推定，ながら見やテレビをつけっぱなしにしているといっ

能であることを確認した．

た視聴形態の考慮も必要となる．
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他にも，提案手法と協調フィルタリングのハイブリッド

[6]

の手法の開発があげられる．コンテンツベースの手法で
は，書籍の販売実績や人気度合いなど，書籍の質の考慮が

[7]

できない．また，セレンディピティも協調フィルタリング
に比べ，一般的に劣るとされている．そのため，不適な番

[8]

組を除去するなどを行ったうえで，本手法による類似度の
算出を用い，その結果を協調フィルタリングの入力とする
などして，推薦書籍を抽出する．他にも，多数のユーザの
履歴を利用することで，番組に関連する書籍を買う頻度と
いったユーザの特性を考慮した推薦が可能になると考えて

[9]

いる．
また，推薦対象のドメインとして，本論文では書籍を用
いたが，番組に関連するアイテムは，商品では，音楽や映

[10]

画，食品，家電などがあり，他にも旅行や飲食などのサー
ビスがある．そのため，番組ドメインも含めて，ソースド
メイン・ターゲットドメインを拡大することを検討する．

[11]

このとき，ドメインによっては，商品ごとに十分な説明文
が得られない場合もある．このようなドメインでは，商品

[12]

ではなく，商品のカテゴリごとに説明文をまとめ，利用す
る（たとえば，家電においては，個々の製品ではなく，
「冷
蔵庫」や「掃除機」といったカテゴリごとに推薦する）こ

[13]

とや，商品に付与されたキーワードのみから適切な推薦が
行えるように，オントロジといった，TF-IDF や LDA 以
外の他の類似度の利用を検討する．
さらに，本論文ではトピックを獲得するために LDA を
利用したが，番組や書籍のトピックは時間により変化す

[14]

ることが考えられる．そのため，時系列を考慮したトピッ
クモデルの 1 つである，Dynamic Topic Model [28] といっ
た，時系列を考慮した特徴量の併用も検討する．
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