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あらまし インターネット上には，膨大な量の情報が溢れており，この膨大な量の中から特定の情報を見つけるのは
安易なことではない．この様な背景から，ユーザに適切な情報の提供を可能にする情報推薦技術が注目されている．
最近では，この情報処理技術に対してユーザの状況を考慮することで，推薦精度の向上を目指した取り組みがなされ
ている．従来の研究には，ユーザ毎に嗜好学習を行う研究とアイテム毎にコンテキストを蓄積するものがあった．今
回我々は，この 2つの研究をハイブリッド的に融合することで新規アイテムと新規ユーザに対するコールドスタート
問題を解決することが可能な情報推薦システムの提案を行う．
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Abstract It is not easy to find specific information from the Internet that contains enormous quantity of informa-

tion.Information recommendation technology has attracted much attention, which intends to provide users appropriate in-

formation.In recent years, some researches aim to improve recommendation accuracy by considering users’ contexts.There

are two kinds of existing researches: one based on learning preference for each user, the other based on accumulating contexts

for each item.In this paper, we propose an information recommendation system that can solve the cold-start problem for both

new users and new items by integrating these two kinds of research methods.
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1. は じ め に

インターネット上には，膨大な量の情報が溢れており，この
膨大な量の中から特定の情報を見つけるのは安易なことではな
い．この様な背景から，ユーザに適切な情報の提供を可能にす
る情報推薦技術が注目されている．最近では，この情報処理技
術に対してユーザの状況（コンテキスト）を考慮することで，
推薦精度の向上を目指した取り組みがなされ，注目を集めてい
る．従来の情報推薦に関する研究で扱われるコンテキストの多
くは，時間や場所など単純なコンテキストを扱うものであるが，

我々 [1]の研究では，24次元のコンテキストを考慮したユーザ
の嗜好データと 28 次元のアイテムパラメータに SVM を用い
て，コンテキスト依存型ユーザ嗜好モデルを作成し推薦対象ア
イテムの推測を行なっている．また，コンテキスト依存型のラ
ンキングを作成することにより成果を挙げている．しかし，こ
の研究ではユーザ毎に嗜好学習を行うため，新規ユーザ及び利
用経験の浅いユーザに対してコールドスタート問題が発生する
という欠点がある．
そこで我々は，それぞれのユーザがどの様な状況でどの様な



アイテムを好むのかを学習するのではなく，アイテム側の特性
として，どの様な状況のユーザから支持を受けているかという
ことを表すデータを蓄積することで，新規ユーザに対してもそ
の時のコンテキストに応じて適切なアイテムを推薦することが
可能な，アイテム利用時のユーザコンテキストを考慮した情報
推薦システムの提案 [2]を行なっている．しかし，これは新規
アイテムに対するコールドスタート問題が発生するという欠点
があった．
そこで更に我々は，この 2つ [1] [2]の手法においてそれぞれ

の利点が欠点を補っているのではないかと考え，ハイブリッド
的に融合することで新規アイテムと新規ユーザに対するコール
ドスタート問題を解決することが可能な情報推薦システムの提
案を行った [3]．そこで，今回我々は前回提案した手法をより精
度の高いものにするため，推薦結果統合部分やユーザ毎の個別
化について改良を行ったハイブリッド型コンテキストアウェア
推薦システムの提案を行う．

2. 関連研究と関連技術

ユーザコンテキストを考慮した研究として，Settenら [4]は，
携帯観光アプリケーション COMPASSというサービスを提案し
ている．また，Asthanaら [5]は，買い物をしている店内限定で
あるが商品を提供するサービスを提案している．しかし，これ
らの研究はユーザコンテキストとして位置情報のみを考慮して
いるものであるためコンテキストアウェア推薦システムとして
精度が高いとは言えないと考える．
コールドスタート問題を解決する研究として，Middletonら [6]

は，オントロジを用いた論文の推薦を行うシステムを提案して
いる．これは，オントロジの概念的階層を用いて論文の推薦を
行うもので，新規ユーザに対するコールドスタート問題を回避
している．また，小原ら [7]は，Bloggerを協調フィルタリング
の仮想的なユーザとして利用することで新規ユーザに対する
コールドスタート問題を回避している．しかし，これらの研究
は新規ユーザに対しては回避しているが新規アイテムに対して
のコールドスタート問題は回避することが出来ていない．
コンテキストを評価した技術として，食べログ [8]がコンテキ

ストの評価分布を掲載している．この技術は，コンテキスト毎
に 9段階の評価を用いており，平均点として『夜の点数：3.20』
というように掲載している．また，唯一『夜』と『昼』の予算の
み複合的に掲載されており，それ以外はコンテキスト毎である
ため『夜にデート』といった場合の評価を見ることが出来ない．

3. 提 案 手 法

本章では，3.1節において，システムの想定する動きについ
て説明し，そのそれぞれの動作について 3.2.節ではユーザ嗜好
パターン分析について，3.3節ではアイテム利用パターン分析
について，3.4節では推薦結果統合方法について述べる．また，
3.5節ではユーザ毎の個別化について述べ，3.6節では本手法で
用いることを検討しているアイテムパラメータ及びユーザコン
テキストを提示する．なお，本章での推薦対象アイテムは飲食
店を例として説明する．

図 1 システムの概要図

3. 1 システムの概要
本手法は，ユーザコンテキストを利用したユーザ嗜好パター

ン分析とアイテム利用パターン分析の 2つの分析により新規ア
イテムと新規ユーザに対するコールドスタート問題を解決する
システムである．システムの動きとして図 1に示す．システム
の動作環境としてはWEBサイトを想定している．
（ 1） PC やモバイル端末からユーザコンテキストを取得
する．
（ 2） 取得したコンテキストを用いてユーザ嗜好パターン分
析により推薦アイテムを判定する．
（ 3） 取得したコンテキストを用いてアイテム利用パターン
分析により推薦アイテムを判定する．
（ 4）（2）と（3）より判定されたアイテムを統合しユーザへ
提示する．また，ユーザが（2）と（3）のどちらから判定され
たアイテムを選択しているかを判断し，ユーザ毎に対する個別
化の処理を行う．
（2），（3），（4）の処理については，それぞれ 3.2節，3.3節，3.4

節にて詳しく述べる．
3. 2 ユーザ嗜好パターン分析
ユーザ嗜好パターン分析の処理として図 2 を用いて説明す

る．また，これは以前の提案手法 [1]であり，文献にて詳細を
述べているのでここでは簡単に説明する．
（ 1） システムよりユーザコンテキストを取得する．
（ 2） ユーザが現在位置しているエリアのアイテムデータ
ベースからユーザの現在位置に最も近い n件のアイテムデータ
と取り出す．
（ 3） 取り出したアイテムデータのアイテムパラメータと
ユーザコンテキストを統合したデータ集合を作成する．
（ 4） 統合したデータ集合に対して Support Vector Machine

（SVM）[9] を用いて各アイテムに対するユーザの嗜好（“満足
“・“不満足 “）を推測する．
（ 5） 推薦対象アイテムに対してコンテキスト依存型ランキ
ングを作成する．
最後に作成されたランキングは推薦結果統合機能へ渡される．



図 2 ユーザ嗜好パターン分析動作手順

図 3 データ蓄積の流れ

3. 3 アイテム利用パターン分析
アイテム利用パターン分析の処理としてデータ蓄積と推薦ア

イテム選定方法について，我々が以前提案した手法 [2]に基づ
いて述べる．

3. 3. 1 データ蓄積方法
検索から推薦，そしてデータ蓄積までの流れを例に表した図

3を用いて説明する．なお，ここでのユーザは既存ユーザ，新
規ユーザのどちらでも構わないとする．
（ 1） システムよりユーザコンテキストを取得して検索する．
（ 2） 推薦システムがユーザコンテキストを考慮して推薦ア
イテム一覧を提示する．
（ 3） その推薦結果に対してユーザはアイテムを選択する．
（ 4） ユーザが選択した “アイテム “と “ユーザコンテキスト

“をデータベースへ蓄積する．
蓄積する項目は，表 1のようにアイテムの IDと 3.6節で説明す
るユーザコンテキストを 0～1の範囲で数値化したものである．

3. 3. 2 推薦アイテム選定方法
アイテムの選定方法の説明として図 4を用いて述べる．
（ 1） システムよりユーザコンテキストを取得して検索する．
（ 2） 蓄積データとユーザコンテキストを空間座標に置き，

表 1 蓄積データ例

Data 1 Data 2

飲食店 ID 0001 0002

予算 0.3 0.5

年齢 0.366 0.533

... ... ...

図 4 アイテム選定の流れ

k近傍法によりユーザコンテキストを中心に近傍を探す．
（ 3） k近傍法の kの個数により，飲食店 Aのデータ□が多
いことから飲食店 Aを選定する．
（ 4） k近傍法により選ばれた飲食店 Aを 1位とし飲食店 A

の蓄積データを空間座標から削除する．その後，もう一度 k近
傍法を用いて 2位の選定を行う．
我々は，k近傍法を用いてランキング処理を行うことができる
と考えており，（4）のように一度アイテムを選定した後に空間
座標から選定されたアイテムの蓄積データを削除し，もう一度
選定することで選ばれた順番にランク付けする方法を考えた．

3. 4 推薦結果統合方法
3.2 節と 3.3 節の２つの分析により算出されるランキングは

算出方法に違いがあるため，そのままでは統合することが出来
ない．また，新規ユーザに提示するランキングと既存ユーザに
提示するランキングはユーザコンテキストが同じであっても違
うランキングでなければならない．そこで，各ランキングのア
イテム毎にスコア付けを行い新規ユーザ・既存ユーザ毎に適し
たランキングを算出する方法について説明する．
ユーザ嗜好パターン分析とアイテム利用パターン分析のそれ

ぞれの推薦結果を表 2とする．この順位を決める方法について
は，3.2節と 3.3節で述べた通りである．
各分析によって決定された順位より式（1）と（2）を用いて

統合ランキングを決定する．

アイテム Ui(R − i点)×ユーザ嗜好パターン分析の信頼度

＝信頼度を考慮したランキングスコア U′i　　(1)

アイテム Ii(R − i点)×アイテム利用パターン分析の信頼度

＝信頼度を考慮したランキングスコア I′i　　(2)



表 2 2 つの分析によるランキング

ユーザ嗜好パターン分析
によるランキング

アイテム利用パターン分析
によるランキング

1 位 アイテム U1（R-1 点） アイテム I1（R-1 点）
2 位 アイテム U2（R-2 点） アイテム I2（R-2 点）
3 位 アイテム U3（R-3 点） アイテム I3（R-3 点）
4 位 アイテム U4（R-4 点） アイテム I4（R-4 点）
5 位 アイテム U5（R-5 点） アイテム I5（R-5 点）

... ... ...

アイテム Ui(R-i点)とアイテム Ii(R-i点)は，各分析のラン
キング順位により決定される点数で “R“は全ランキングアイテ
ム数を表し，“i“はアイテムの順位を表している．例えば，全ラ
ンキング数（R）が 10位まであるとする．1位（i）のアイテ
ム U1 の場合，アイテム U1 の点数は 9点となる．2位のアイ
テム U2 の場合は，アイテム U2 の点数は 8点，アイテム U3 な
ら 7点，アイテム U4 なら 6点となる．同様にアイテム Ii(R-i

点)も，全ランキング数（R）が 10位まであるとするなら，1位
（i）のアイテム I1 の場合，アイテム I1 の点数は 9点，アイテ
ム I2 なら 8点と点数を付ける．
次に，我々は統合ランキングを決定する際にある指標が必要

であると考えた．その指標をここでは信頼度と呼ぶ．ここでの
信頼度とは，推薦を行う上でのデータ量として十分であるかど
うかを表している．これは式（1）と（2）の “ユーザ嗜好パター
ン分析の信頼度 “と “アイテム利用パターン分析の信頼度 “であ
り，この値を決定する方法について説明する．
図 5はデータ量とそのデータ量に対する信頼度グラフの例で

ある．ここでのデータ量とは，2つの分析より集められるユー
ザに対する学習データとアイテムのラベルが付与されたユーザ
コンテキストの蓄積データである．例えば，ユーザに対する学
習データが 100個あるとすると，ユーザ嗜好パターン分析の信
頼度は 20となり，アイテムのラベルが付与されたユーザコン
テキストの蓄積データが 300 個あるとすると，アイテム利用
パターン分析の信頼度は 40となる．この図 5の値はあくまで
例であるため実際に決定する際は，数回の検証を行う必要があ
ると考える．また，データ量に対する信頼度はそれぞれ違うも
のであると考えられるので，実際には２つのグラフを用いる．
データ量から求まった信頼度と各分析の順位によって点数付け
されたものを（1）と（2）により信頼度を考慮したランキング
スコア Ui’と Ii’を求める．結果，表 3のようにそれぞれの分
析によって決定された順位が組み合わさった統合ランキングが
完成する．そして，これをユーザへ提示する．
また，新規ユーザの場合であるが，ユーザに対する学習デー
タが無いためユーザ嗜好パターン分析の信頼度が “0“となる．
よって，統合ランキングは，アイテム利用パターン分析のみの
ランキングとなる．

3. 5 ユーザ毎の個別化
3.4節で説明したランキング方法でも十分に精度の高い推薦

を行えると考えるが，より精度の高いものにする方法について
説明する．3.4節では，それぞれの分析を統合してランキング

図 5 各分析の信頼度決定グラフの例

表 3 統合ランキングの例
統合ランキング

1 位 アイテム Ui or Ii

2 位 アイテム Ui or Ii

3 位 アイテム Ui or Ii

4 位 アイテム Ui or Ii

5 位 アイテム Ui or Ii

する際に重要となっているのはデータ量による信頼度である．
しかし，これはユーザがどちらの分析を重要としているかは全
く考慮されていない．そこで，我々は式（1）と（2）にそれぞ
れ “α “と “(1-α)“を加えた式（3）と（4）にし，αの値を変え
ることで統合ランキングの変更を行い精度の高い推薦を行う方
法を考えた．また，これはある程度利用したユーザに対して行
うもので新規ユーザや利用経験の浅いユーザに対しては 3.4節
のランキング方法のみとなる．

信頼度を考慮したランキングスコア U′i×α　　　　　　

＝個別化を考慮したランキングスコア U′′i 　　(3)

信頼度を考慮したランキングスコア U′i× (1 −α)　　　

＝個別化を考慮したランキングスコア I′′i 　　(4)

例えば，ユーザ嗜好パターン分析により選定された アイテ
ム Ui をよく選択するユーザが居るとする．その場合，アイテ
ム利用パターン分析により選定されたアイテム Ii を統合ラン
キングの上位にするのはユーザにとってにもシステムにとって
も精度の高い推薦が行えているとは言えない．その為，（3）と
（4）のαの値を変動させてアイテム Ui を上位にさせる．結果，
表 4のようにユーザ嗜好パターン分析により選定されたアイテ
ム Ui が上位に来ることを想定している．
αの初期値は “0.5“としユーザが選択したアイテムによってα

の値を変動させていく．また，この方法では新規ユーザはユー
ザ嗜好パターン分析からのアイテムが推薦されていないにも関
わらずアイテム利用パターン分析のアイテムに対しての値が大
きくなってしまうが，各手法から選定されたアイテムが統合ラ
ンキングに入るまでは 0.5のまま変動させないことで制御でき
ると考える．

3. 6 想定するパラメータとコンテキスト
本手法では，ユーザコンテキストとして表 5のように採用し

た．括弧内の数字は次元数であり，全てで 23次元に座標軸を持



表 4 ユーザ嗜好パターン分析により選定されたアイテムをよく選択す
るユーザの例

統合ランキング
1 位 アイテム U1

2 位 アイテム U2

3 位 アイテム I1

4 位 アイテム U3

5 位 アイテム I2

表 5 ユーザコンテキスト

表 6 アイテムパラメータ

つことになる．また，アイテム選定の際に邪魔になると思われ
るコンテキストを省くことにより効率の良い選定が可能である．
アイテムパラメータとしては，ホットペッパー API [10]を使

用しての実装を行うため，APIから取得できる飲食店の情報を
もとに表 6のパラメータを採用した．

4. 実装に向けた検討

本章では，開発中システムの運用に向けた検討を行う．なお，
推薦対象アイテムは飲食店として考える．本手法で利用してい
るユーザ嗜好及びアイテム利用パターン分析の 2つ手法につい
ては，既に有用性が確認されているため 2つを合わせたシステ
ムの実装を行う．また，実装を行う際の課題として 3.4節で述
べた信頼度の決定方法についてやαを効率良く変動させる方法
が挙げられる．信頼度については，ユーザの学習データとアイ
テムの蓄積データをこちらで任意に指定し，その時の推薦結果

に対するユーザの満足度を調べることで決定出来ると考えてい
る．αについてもこちらで任意に値を指定し満足度を調べてい
くことで決定できるのではないかと考える．さらに，アカウン
ト登録させるかどうか，携帯や PCの個体識別を用いるかどう
かといったユーザの嗜好や個別化に関するユーザ情報の保持方
法も検討が必要であると考える．これらについては今後，実験
を通じてより精度の高いものになるよう実装して行く予定であ
る．また，現在は推薦対象アイテムを飲食店としているが使用
するユーザコンテキストやアイテムパラメータを変えるだけで
様々なアイテムを推薦できるよう拡張することも検討している．

5. ま と め

本論文では，ユーザ嗜好パターン分析とアイテム利用パター
ン分析の２つの手法をハイブリッド的に融合することで，新規
ユーザに推薦可能であり新規アイテムも推薦可能でかつ推薦結
果統合部分やユーザ毎の個別化について改良を行った，ハイブ
リッド型コンテキストアウェア推薦システムを提案した．今後
の課題として，推薦システムの実装及び評価実験に基づく手法
の改良を行う．
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