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地域情報と類似度を用いた書籍推薦システムの開発
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1. はじめに
近年，情報処理の技術の進歩はめざましく，
SNS などを利用して，気軽に情報を発信できる環
境が整っている．これに伴い，インターネット
上の大量の情報は個人が処理できる範囲を超え
ており，ユーザー自身が取捨選択をしなければ
いけない．そのため，個人ごとに異なる趣味嗜
好に合わせて収集する技術が今望まれていると
考えられる．青空文庫[1]というサイトでは，多
くの作品があるが，実際，個人の興味がある作
品を探すのは困難である．本研究では，公開さ
れている青空文庫の作品から地域情報などを抜
き出すことで，ユーザーの興味が湧きそうな作
品を推薦する．さらに，その作品と類似度の高
い作品を提案するシステムを開発する．
2. システムの概要
本研究で開発したシステムの概要は以下のとお
りである．
まず，ユーザーに地域情報による推薦を行う．
その後，ユーザーが評価を行い，最高の評価を
つけたものと類似度の高い書籍を推薦する．書
籍の評価として，1～5 の数値で評価をしてもら
い，5 を付けた場合を最高の評価とする．
3. 研究の概要
3.1 書籍データの取得
青空文庫では，収録されている作品を共有 Web
サービスである GitHub に公開しており，毎日更
新されているため，最新データ一式を容易に入
手できる．
3.2 前処理
自然言語処理において，前処理を行うことは，
精度を高める上で非常に重要な作業である．
本研究では，以下の前処理を行った．
・ 書籍のいらない部分を除去
・ ストップワードの除去
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書籍のいらない部分というのは，テキストファ
イル中の注意書き・説明書きの部分のことであ
る．
また，今回は，品詞が動詞・形容詞，名詞以外
のものと，ストップワード辞書[2]に含まれてい
るものをストップワードとして，除去を行った．
3.3 地域情報の抽出
本研究では，地域情報として，「都道府県」と
「市区町村」を抽出した．
3.4 類似度の計算
3.4.1 形態素解析
日本語において，単語の境界は曖昧である．そ
のため，単語ごとに切り出す形態素解析が必要
である．本研究では MeCab[3]を用いた．
3.4.2 Harris の分布仮説
「意味の似ている単語が，同じような使われ方
をする」という傾向が Harris によって分布仮説
として知られている[4]．
例えば，「飼っている〇と散歩する」という文
があった時，「イヌ」「ネコ」「チワワ」など
が入る確率が高いため，これら 3 つの単語は意味
的に似ているということである．この，分布仮
説を元に単語ベクトルを表現する．
3.4.3 word2vec
word2vec[5]とは単語をベクトル表現するため
のアルゴリズムである． 既存の手法と違い，
word2vec では文脈情報を考慮するため，単語に
対して，精度の高いベクトル表現を得ることが
できる．
以下に word2vec のアルゴリズムを示す．
まず，入力単語を表す One-hot ベクトルを入力
層からの出力として，重み𝑤1 と掛け合わせる．
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これにより中間層への入力として，単語ベクト
ルが算出される．次に入力層より出力された単
語ベクトルから総和をとる．これにより，文脈
ベクトルが算出される．
𝑐 = 𝑤1 + … + 𝑤𝑖
そし て，中間層 の出力 (文脈 ベクトル )に重 み
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𝑤2 (= 𝑤 t )を掛け合わせる．これは文脈ベクトル
と，単語ベクトルの転置行列の内積のことであ
る．
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そしてこの値に対して Softmax 関数を適用するこ
とで，確率値𝑝𝑖 に変換する．この確率値𝑝𝑖 と正解
値𝑝′𝑖 との誤差を計算し，重み𝑤1 ，重み𝑤2 を誤差
逆伝搬法により更新する．最終的な重み𝑤1 が単
語ベクトルとなる．
3.4.4 Paragraph Vector
Paragraph Vector[6]とは文書をベクトルで表
す手法である．
3.4.3 節で述べた word2vec の入力に文書 ID を
付与することで，文書に対するベクトル表現を
得ることができる．
本研究では，書籍の類似度を計算するアルゴリ
ズムとして Paragraph Vector を使用した．
Paragraph Vector で作成した学習モデルを使用
し，「夏目漱石」の「吾輩は猫である」と類似
度の高い書籍を 10 個算出した結果を以下の表 1
に示す．
3.5 Web システムとしての実装
本研究では，HTML,CSS,JavaScript,PHP を用い
た Web システムを構築する．
Web システムを使用するうえで，類似度の算出
を毎回行うのは非常に大きなオーバーヘッドと
なってしまう．そのため，類似している書籍の
データをあらかじめ計算してテキストファイル
に書き込んでおき，無駄な処理を行わないよう
にした．
図 2 は「愛媛」という文字を含む書籍のタイト
ルを表示した結果である．テーブルの列名をク
リックすることで，列に対してソートをするこ
とができる．
4. おわりに
地域情報と類似度を用いた書籍の推薦システム
を開発した．これにより，興味のある書籍をユ
ーザーが見つけることができるようになった．
今後は，地域情報として「都道府県」と「市区
町村」だけでなく，地域に関係する言葉（甲子
園など）を抽出し，推薦を行うという機能など
も考えられる．

表 1 「夏目漱石」の「吾輩は猫である」と類似
度の高い書籍
夏目漱石
内田魯庵
夏目漱石
高村光雲
夏目漱石
夏目漱石
夏目漱石
宮沢賢治
夏目漱石
幸田露伴

琴のそら音
二葉亭余談
倫敦消息
幕末維新懐古談 17
猫と鼠のはなし
坊っちゃん
彼岸過迄
野分
フランドン農学校の豚
文芸の哲学的基礎
鵞鳥

0.7558
0.7148
0.6984
0.6855
0.6823
0.6689
0.6552
0.6414
0.6409
0.6400

図 2 Web システムの検索画面
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