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あらまし YouTube等の動画共有サイトにおいて，閲覧している動画から関連動画等へのリンクを辿って興味のある

動画を発見する場合，選択肢が膨大なため目的の動画に辿りつくのは非常に手間がかかる．本研究では，YouTubeに

おける動画投稿者などのユーザの繋がりを用いて，閲覧動画と関連があり，かつ意外性のある動画を推薦するシステ

ムを提案する．ユーザが選択した動画の投稿者の周りのユーザ (支持者・被支持者・友だち等)を辿って関連動画を集

め，閲覧動画のメタデータから生成された特徴ベクトルと，このようなユーザの繋がりから得られた関連動画の特徴

ベクトルを比較し，一定の類似度を持ち意外性のある動画を推薦する．被験者実験の結果から提案手法は，意外性が

あり満足度が高い動画を推薦出来ることがわかった．
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1. は じ め に

インターネットの普及に伴い，ビデオコンテンツなどの大容

量の情報を誰もが共有できるようになった．代表的な動画共有

サイトである YouTube [1]では，誰でも手軽にビデオを投稿す

ることができ，2011年 5月時点で 1日あたりにおよそ 7万時

間分の動画が投稿されている [2]．一方で，情報過多の問題が指

摘されており [3]，閲覧動画から興味のある動画を発見するに

は，膨大な関連動画を辿るため非常に手間がかかる．

　そこで本研究ではユーザの繋がりに着目した．「自分が興味

を持っている先のユーザが興味を持つものというのは，やはり

自分にとっても興味深いものになりやすい」[4] ことから，あ

るユーザの周りのユーザは，似た興味を持っていると推測でき

る．また，ユーザが関心を持つ特性の一つには意外性が挙げら

れる [3]．

　本研究では，元々興味のあるアイテムと類似したジャンルで，

それについて知識は少ないが興味が沸くアイテムを意外性のあ

るアイテムとよぶ．そして，ユーザの繋がりを利用して，閲覧

動画と関連があり意外性のある動画を推薦するシステムを提案

する．具体的には，YouTubeを用いて，閲覧動画の投稿者の支

持関係からユーザを辿り，辿ったユーザの投稿動画やお気に入

り動画と閲覧動画との類似性を考慮してそれらを推薦する．類

似性を判断する際に利用するメタデータの詳細は 3節で説明す

る．

　本稿ではまず，2 節で関連研究について述べる．3 節では，

ユーザの繋がりを利用し，意外性のある動画を推薦する手法を

提案する．4節で実験，5節でまとめについて述べる．

2. 動画推薦の関連研究

YouTubeを対象にして，ユーザコメントを用いた tf-idfによ

る関連動画の提示を行う研究 [5]がある．この研究では，動画

へのコメントから得られた特徴語が動画の特徴を表す可能性が

あると考え，あらかじめ YouTube Data API [6] を用いて 15 の

カテゴリの動画からコメントを収集し，コメント傾向ベクトル

を作成して類似した動画を提示している．一方本研究ではカテ



ゴリを利用せず，カテゴリ横断の可能性も踏まえユーザの繋が

りの集合を一つの興味の集合と推測する．よってコメントでは

なくユーザの繋がりに着目している点で，本研究は異なる．

　一方で YouTubeに対して発見性を重視した動画推薦を行う研

究 [7]もある．動画 Aの後に動画 Bを再生するというような視

聴シーケンス，動画の何割を再生したかという視聴時間，検索・

ランキング・推薦などのデータを利用し，「直前の履歴に似てい

ないがユーザの興味を引く」と定義した発見性のある動画を推

薦する手法を提案している．本研究では「似ていないがユーザ

の興味を引く」という動画は類似したジャンルであると仮定し

ている．本研究と推薦しようとする動画は似ているが，本研究

ではユーザの繋がりを利用している点が異なる．

　また，形式概念分析を用いて推薦理由を明示する動画推薦 [8]

も提案されている．北村ら [8]は，YouTubeの提供する関連動

画の問題点を，「視聴動画と推薦動画間の関係性が非明示」「動

画推薦が限定的」「推薦の偏りが発生」の三つ指摘し，それら

を考慮して推薦システムを提案した．動画の推薦には，動画メ

タデータの「タグ」を用いている．ここでは，形式概念分析と

は「対象 (オブジェクト) とそれらが持つ性質 (属性) との間で

二項関係を定義し，対象同士の潜在的な関係を発見する手法」

と説明されている．評価実験では YouTubeの提供する関連動画

と比較をしている．提案システム利用時にどの動画情報に注目

していたのかという質問に対し，「動画タイトル」の他に「推薦

理由」や「閲覧動画との関連度」などが挙げられていた．この

ような実験結果から，YouTubeの推薦画面で確認できない情報

が好みの動画を決定するのに役立っていると考察しており，多

様な種類の動画を提示することも可能と結論づけている．

3. 繋がりを用いた動画推薦

3. 1 使用するデータ

この節では YouTubeのユーザの繋がりに関する情報と動画の

メタデータについて説明する．

3. 1. 1 チャンネル情報

ユーザの繋がりの情報を取得するために，YouTube Data

API [6]を用いてチャンネル情報を取得する．

　チャンネルとは，動画投稿者のアップロード情報やコメント

情報などの動向を表す，マイページのようなものである (図 1)．

2011年 12月にチャンネルの仕様が大幅に変更され，従来は閲

覧できていた自分を除くユーザの友だち，チャンネル登録者等

のチャンネルの登録情報が閲覧不可となった．2012 年 1 月現

在のチャンネルでは，他のユーザのフィード (どの動画にコメ

ントや評価をしたか，どんな動画をアップロードしたか等)や，

投稿動画，再生リストが閲覧可能である．推薦に利用するチャ

ンネル情報は「投稿動画」以外に，「再生リスト」「お気に入り

動画」「登録チャンネル」「チャンネル登録者」「友だち」の６つ

である．以下これらの詳細を記す．

• 投稿動画

ユーザが YouTubeのサーバ上にアップロードした動画である．

投稿ユーザは動画のメタデータ (「タイトル」・「説明」・「タグ」・

図 1 YouTube のチャンネル

「カテゴリ」)を自由に変更することが出来る．他の有名な動画

共有サイトとしてニコニコ動画があるが，ニコニコ動画のよう

に投稿者以外のユーザはタグを変更できない．

• 再生リスト

ユーザの気に入った動画のリストである．ユーザは好きな名前

でリストを作成し，その中に動画を追加していく．複数の再生

リストを作ることが出来る．

• お気に入り

再生リストとは別の独立したリストである．アカウント作成時，

空の「お気に入り」リストがデフォルトで存在している．なお，

お気に入り以外の再生リストを作成するユーザは多くない．

• 登録チャンネル

ユーザが支持する他のユーザのチャンネルである．チャンネル

を登録することによって，支持するユーザがどんな動画をお気

に入りに追加したか，アップロードしたか等の動向を登録者の

トップページに反映させることができる．

• チャンネル登録者

登録チャンネルとは逆で，そのユーザを支持する他のユーザの

チャンネルである．尚，チャンネル登録者の動向は支持された

ユーザには反映されない．

• 友だち

登録チャンネル・チャンネル登録者とは別の繋がりで，どちら

か一方が招待を行った後，承認すれば「友だち」になれる．従

来は「友だちのみに動画を配信する」などの機能が存在してい

たが，2011年 12月以降「チャンネル登録」と「友だち」の機

能が統合され [10], カテゴリとしては存在するが，招待するこ

とは出来なくなった．

3. 1. 2 投稿動画のメタデータ

YouTube Data APIを用いて取得できる動画の情報には「タイ

トル」「説明文」「タグ」の他に「カテゴリ」「再生時間」「評価

値」「コメント」などがある (図 2)．本研究ではこのうち，「タイ

トル」「説明文」「タグ」の３つのメタデータを利用して動画の



図 2 YouTube の動画画面

特徴ベクトルを生成する．なお「カテゴリ」に関しては，ユー

ザの繋がりがカテゴリを横断する場合があり，異なるカテゴリ

でも似た動画はいくつも存在するので考慮しない．また，4.2

節の被験者実験において，「評価値」を利用する場合としない場

合の違いについて考察する．

3. 2 動画の特徴ベクトルの生成と類似度の計算

3.1.2で説明した三つのメタデータから特徴語を抽出して個々

の動画の特徴ベクトルを生成する．特徴語の抽出には，和文に

関しては形態素解析器 ChaSen [11] を，英文に関してはストッ

プワード方式を利用する．ここでストップワード方式とは，文

中に¢the£，¢for£，¢how£などの助動詞，前置詞，冠詞，副詞が

きた場合，その語で区切った単語や熟語を，形態素とする方法

である．解析された形態素を基に，特徴ベクトルをテキストマ

イニングツール termmi [12]を用いて生成する．

3. 2. 1 テキストマイニングツール “termmi”

termmiとは，東京大学中川研究室，横浜国立大学森研究室で

開発されたテキストマイニングツールである．専門用語（キー

ワード）自動抽出用 Perlモジュール “TermExtract” [13]の応用

システムであり，複数のテキストファイル間の専門用語を比較

抽出することができる． 形態素解析器による単語分割，複合

語の作成，それらの文章中における重要度の計算という三つ

のステップを踏み，文章中から抽出されるキーワードを専門用

語 [14]と呼んでいる．この専門用語は本研究でいう特徴語のこ

とである．termmiでは，「隣接情報に基づいた独自の重要度を出

す」[12]としており，重要度順に並んだ特徴語が一つの特徴ベ

クトルを構成する．

3. 2. 2 類似度の計算

termmiはベクトル空間法を利用した特徴ベクトル間の類似度

計算も可能である．類似度は 0から 1の間値をとり，閲覧動画

と繋がり先の動画の類似関係が得られなければ 0，類似してい

る場合には 1に近い値が与えられる．

　ここで，termmiで得られた類似度が，どれくらい人間の感覚

と合うかを検証するため実際に動画を閲覧して調査した．具体

的には，閲覧動画とユーザの繋がりから得られた動画を実際に

図 3 ユーザの繋がり

閲覧して比較した．その結果，類似度が 1に近い値の動画は閲

覧動画と非常に似ていたが，類似度が 0の動画は閲覧動画とわ

ずかながら関連性が見られたものの，関係の無い動画が多く存

在した．また，類似度が 0.6～0.3の中位程度の動画も上位と同

じく類似していたため，意外性のある動画とは言えないものも

ある．類似度が 0.3～0.1の下位の動画では，閲覧動画との関連

性は低いが外れ過ぎていない動画が多かった．本研究では推薦

動画の意外性を検証するため，4.1節の予備実験で提案する動

画推薦システムを使って調査を行った．

3. 3 提案する推薦手法

3. 3. 1 検索動画の特徴語を利用した意外性のある動画推薦

まず，ユーザは動画推薦システムに検索語を入力し，得られ

た検索結果の動画を一つ選ぶ．この時，選択した動画 (以下，閲

覧動画)の特徴ベクトルを生成する．またその際，得られた検

索結果の全動画から特徴語を抽出し，検索語以外で重要度の高

い特徴語を抽出する．この抽出した特徴語を，閲覧動画のメタ

データから抽出した特徴語に足し合わせて特徴ベクトルを作成

する．このように，外れ過ぎていない特徴語を追加することで，

閲覧動画の特徴ベクトルを拡張した特徴ベクトル (以下，拡張

ベクトル)を生成する．

　次に，閲覧動画を投稿したユーザの繋がりを辿って動画を収

集する．ユーザの繋がりの範囲は 2ホップまでとし，このとき

の繋がりの様子を図 3に示す．ここで，図 3の Userとは，閲

覧動画の投稿ユーザを表す．Favはお気に入り (再生リストを含

む)，CSnは登録チャンネル，CSrはチャンネル登録者，Frdは

友だちである．繋がりのあるユーザの投稿動画を取得し，それ

ぞれの動画の特徴ベクトルを生成する．

　　最後に，拡張ベクトルと，ユーザの繋がりから得た動画の

特徴ベクトルの類似度を計算する．図 3に示した各繋がりから

20件ずつ，類似度が高い動画を選抜する．そして各繋がりから

集めた動画の特徴ベクトルと拡張ベクトルの類似度の比較結果

から，類似度上位 5件までの動画をランキングし推薦する．拡

張ベクトルには外れ過ぎていない特徴語を追加しているので意

外性のある動画が推薦されることを期待している．

　例えば，「ダブルダッチ」について検索をした場合を考える．



「ダブルダッチ」とは，2本の縄を使って跳ぶマイナースポーツ

であり，パフォーマンス要素も含まれる．検索結果全体の重要

度の高い特徴語に，「ダンス」という特徴語があった．この特徴

語は閲覧動画の特徴ベクトルの拡張に利用された．その結果，

ダブルダッチと類似したジャンルの「ダンス」に近い，興味の

わくであろう動画の推薦が期待される．特徴ベクトルに「ダ

ンス」という特徴語が追加されたために，閲覧動画は「ダブル

ダッチ」に関する動画であるが，推薦動画には「ダンス」の動

画に近いものも含まれると推測される．

3. 3. 2 閲覧動画との類似度が低い意外性のある動画推薦

3.3.1では，検索された動画の特徴語を利用して，意外性のあ

る動画を推薦するための特徴ベクトルを作成した．ここでは閲

覧動画のみから生成する特徴ベクトルを使用する．この閲覧動

画の特徴ベクトルと，ユーザの繋がりを辿りそれぞれのユーザ

から得た動画の特徴ベクトルを利用して類似度を計算する．類

似度の高い動画を除外し，類似度の低い動画を推薦する．これ

は 3.2.2で述べたように，閲覧動画との類似度が高いほど意外

性が低くなると考えたからである．類似度は 0より大きく 1未

満 (類似度 1は閲覧動画)が推薦可能な範囲であるが，類似度が

0.9～0.5前後の上位から中位では，閲覧動画と似すぎていて意

外性があまりない可能性があるため，類似度 0.2付近の，閲覧

動画にどこか一部が似ていて意外性のある動画を推薦する．類

似度 0は閲覧動画とほぼ無関係なため推薦しない．

　 3.3.1と同様に，類似度が 0.2付近の動画を各繋がりから 20

件ずつ選抜する．集めた各動画の特徴ベクトルと閲覧動画の特

徴ベクトルの類似度の比較結果から，類似度が 0.2以下かつ 0.2

に最も近い動画を上位 5件までランキングし推薦する．閲覧動

画の特徴ベクトルとの類似度が低い特徴ベクトルをもつ動画は，

閲覧動画と似すぎていないため，意外性のある動画であること

が期待される．

　また，閲覧動画との類似度が 0.2に近い動画と，閾値を設け

ず類似度の高い順に集めた動画との差を，4.2の被験者実験で

調査する．

3. 3. 3 提案手法のまとめ

3.3.1 の手法は閲覧動画の特徴ベクトルを検索された動画の

特徴語で拡張し，拡張ベクトルとユーザの繋がりから得られた

動画の特徴ベクトルとの類似度を計算して，類似した動画を推

薦する．その拡張ベクトルを用いて類似した動画を推薦するた

め，閲覧動画と多少異なる意外な動画の推薦となることを期待

している．一方，3.3.2の手法は，閲覧動画の特徴ベクトルを拡

張せず，閲覧動画の特徴ベクトルとユーザの繋がりから得られ

た動画の特徴ベクトルの類似度を計算し，似すぎていない動画

を推薦する．この場合，古川ら [4]の報告と同じく，あるユー

ザの周りのユーザは似た趣味を持っていると仮定したため，閲

覧動画とあまり似ていない動画であっても，的外れな動画では

ないと期待できる．またその動画は閲覧動画とはあまり似てい

ないので，意外性も期待できる．

　 3.3.1と 3.3.2の手法で利用するメタデータは主に和文だが，

YouTubeには世界中に多くのユーザが存在するため，英語で表

記されたメタデータも多い．本研究では日本語の特徴ベクトル

だけでなく英語の特徴ベクトルも作成した．動画の推薦リスト

は，3.3.1，3.3.2の各手法を日本語，英語それぞれのメタデータ

を利用して作成するため 2つずつ生成される．

　海外の動画を収集する際，特徴ベクトルで類似性を調べるに

は，特徴ベクトルが英語表記に対応している必要があるため，

閲覧動画の日本語メタデータを Bing API [15] を用いて日本語

から英語に翻訳した．

4. 実 験

3節で提案した手法により生成した推薦リストが妥当か評価

するための実験を行う．まず有用な繋がり先を調べるために

行った予備実験について述べ，その後被験者実験による推薦動

画の評価について説明する．

4. 1 予 備 実 験

ユーザの繋がりは大変多く，全ての動画を比較するのは手間

がかかる．ここでは予備実験として，閲覧動画と関係している

意外性のある動画は，どんな繋がり先にあるのかを調査した．

また動画推薦に有望であると推測できた繋がり先を，4.2の被

験者実験に利用する．

　まず，ユーザが気になっている動画を検索したと仮定し，実

際に検索を行い，推薦結果を表示させた．与えた検索語は「ダ

ブルダッチ」である．得られた検索結果の中で表示されている

タイトル「Reach for Crewダブルダッチパフォーマンス（2006

年東京大学五月祭）」を選択した．

　この時，タイトル，説明文，タグから生成される 3.3.2で説

明した特徴ベクトルにおける主な特徴語は表 1 のようになる．

また，表 2に示す検索結果 55件の動画全体から得られる特徴

語の中から，検索語である「ダブルダッチ」以外の重要度の高

い特徴語を抽出する．表 2に示したように，検索語である「ダ

ブルダッチ」を除くと重要度の高い特徴語は「ダンス」なので，

特徴語「ダンス」を表 1で構成される閲覧動画の特徴ベクトル

表 1 3.3.2 の手法で生成される特徴ベクトルにおける重要度が上位の

特徴語

特徴語 重要度

ダブルダッチ 20.45

祭 16.97

ReachforCrew 2.83

東京大学 2.83

パフォーマンス 2.45

パフォーマンス映像 2.45

ダブルダッチチーム 2.00

doubledutch 1.41

理科一類 1.41

ダブルダッチパフォーマンス 1.41

ReachforCrew

Performance bydoubledutchteam 1.41

D 1.41

double 1.00



表 2 検索結果から得られた重要度が上位の特徴語

特徴語 重要度

ダブルダッチ 1901.39

ダンス 517.20

京都 320.31

B 188.00

ストリートダンススクール B 186.11

ダブルダッチ部門登場 185.95

ダンス TV 185.18

チーム 167.71

alttype 156.73

ストリートカルチャー 113.95

KBS 京都 100.96

http 78.00

ダブルダッチ部門 61.19

YouTube シリーズ 60.00

の要素に加える．よって 3.3.1の手法で定義した拡張ベクトル

は表 3の特徴語で構成される．

「Reach for Crewダブルダッチパフォーマンス（2006年東京

大学五月祭）」を閲覧動画として選択すると動画推薦システム

がユーザの繋がりを辿り動画を収集する．閲覧動画は図 4のよ

うにポップアップで表示される．表示後，システムは繋がりの

あるユーザを辿り動画を収集する．

図 4 ポップアップで表示される閲覧動画

図 5 動画を取得できたユーザの繋がりの例

表 3 3.3.1 の拡張ベクトルにおける重要度が上位の特徴語

特徴語 重要度

ダンス 517.20

ダブルダッチ 20.45

祭 16.97

ReachforCrew 2.83

東京大学 2.83

パフォーマンス 2.45

パフォーマンス映像 2.45

ダブルダッチチーム 2.00

doubledutch 1.41

理科一類 1.41

ダブルダッチパフォーマンス 1.41

ReachforCrew

Performance bydoubledutchteam 1.41

D 1.41

double 1.00

さらにその閲覧動画の投稿ユーザから得られた，動画を取得

できた繋がり先を黒塗りにして図 5に示す．1ホップ先の「お

気に入り」「チャンネル登録者」「友だち」それぞれの繋がり先

から得られた動画数は 2,105件，「お気に入り」を経由した閲覧

動画から 2ホップ先の繋がり先から得られた動画数は 5,745件，

「登録チャンネル」経由の 2ホップ先からは 6,474件，「友だち」

経由の 2ホップ先からは 1,545件だった．これら 15,869件の動

画から 3.3.1，3.3.2の方法で推薦リストを生成する．その推薦

結果を図 6に示す．

　図 6 の中央の「リスト 1」は，3.3.1 の手法 (提案手法 1) に

よって生成された推薦リスト，「リスト 2」は，3.3.2の手法 (提

案手法 2)によって生成された推薦リストである．各繋がりから

20件ずつ，提案手法 1なら拡張ベクトルとの類似度が高い特徴

ベクトルを持つ動画，提案手法 2なら閲覧動画の特徴ベクトル

との類似度が低い特徴ベクトルを持つ動画を選抜する．提案手

法 1の場合，集めた各動画の特徴ベクトルと拡張ベクトルの類

図 6 「Reach for Crewダブルダッチパフォーマンス（2006年東京大学

五月祭）」の推薦動画



図 7 推薦リストに含まれる動画

が存在する繋がり先

表 4 繋がり先の集計

繋がり先 動画数

Fav-Fav 29

CSn-CSn 8

Fav 5

Frd-CSn 5

Fav-CSn 3

CSn 3

CSn-Fav 2

CSn-Frd 2

Frd-CSn 2

Fav-Frd 2

似度を比較し，類似度が高い特徴ベクトルを持つ動画の上位 10

件をランキングして推薦する．提案手法 2の場合，集めた各動

画の特徴ベクトルと閲覧動画の特徴ベクトルの類似度を比較し，

類似度が低い特徴ベクトルをもつ動画 10件をランキングし推

薦する．合わせて最大 20 件の動画を推薦した．図 6 リスト 1

には 20件，リスト 2には 19件の動画が推薦されている．リス

ト 1の 20件のうち 12件がダンス関連の動画であり，6件がダ

ブルダッチの動画，2件が縄跳びの動画であった．リスト 2で

は 19件のうち 13件がダブルダッチ，3件がアクロバット，2件

が縄跳びの動画で，1件がヒップホップソングのクラブイベン

トの動画であった．リスト 1，2いずれの推薦動画も，YouTube

が提示する「関連動画」を含んでいなかった．推薦リストに含

まれる動画が存在する繋がり先に，リスト 1の動画は青，リス

ト 2の動画は赤で印を付けて図 7に示し，その集計結果を表 4

に示す．ただし動画の存在場所の重複は考慮していない．　

この予備実験で推薦されたリスト 2の動画は，ダブルダッチ

から外れ過ぎていないが関連性があり，かつ意外な動画だった

ので，3.3.2 の手法 (提案手法 2) で推薦した類似度 0.2 付近の

動画は有用だと判断し，被験者実験に利用する．また，図 7，

表 4からわかるように，推薦動画の繋がり先には「お気に入り

(Fav)」「登録チャンネル (CSn)」が多い．そこで本研究ではこの

「お気に入り」「登録チャンネル」二つの繋がり先を，被験者実

験に利用する．

4. 2 被験者実験

4.1と同様に，3節で提案した手法により生成される動画推薦

リストが妥当か評価するための実験を行う．比較対象は Google

の提供する YouTubeの「関連動画」である．実際に被験者に動

画を閲覧してもらい，提案手法の推薦動画と，Googleが提供す

る「関連動画」に対して [意外性，関連性，満足度]と定めた項

目に [大きい (2)，小さい (1)，無い (0)]の三段階評価をしても

らう．ここで関連性とは閲覧動画に似ている度合いを示し，閲

覧動画とジャンルもカテゴリも似ている動画ほど評価は高くな

る．満足度は，提示した推薦動画でどれくらい楽しめたかを示

す．意外性については 1節で述べた通りである．2ホップ先で

利用する繋がりは，4.1で述べたように「お気に入り」繋がり

の「お気に入り」と「登録チャンネル」，「登録チャンネル」繋

がりの「お気に入り」と「登録チャンネル」を利用する．ただ

表 5 推薦動画リスト

リスト名 推薦リストの種類

Rec1 検索された動画の特徴語を利用した意外性のある動画推薦

(提案手法 1)

Rec2-sim0.2 閲覧動画との類似度が 0.2 以下の意外性のある動画推薦

(提案手法 2)

Rec2-simMax 閲覧動画との類似度が高い動画の推薦 (提案手法 2)

Rec1-val ランキングに評価値を用いた Rec1

Rec2-val-sim0.2 ランキングに評価値を用いた Rec2-sim0.2

Rec2-val-simMax ランキングに評価値を用いた Rec2-simMax

YouTube Google の提供する YouTube の「関連動画」

し，YouTubeにはアーティストやメディアなどによる公式チャ

ンネル（注1）が存在し，それら公式チャンネルから得られる繋が

りはチャンネル登録者のみであるため，1ホップ先の「チャン

ネル登録者 (CSr)」を経由して取得する 2ホップ先の「登録チャ

ンネル」と「お気に入り」も利用する繋がりに含める．

4. 2. 1 動画メタデータ「評価値」の利用

3.1.2 で示したように，3 節で説明した提案手法 1 と提案手

法 2により生成される推薦リストとは別の，動画メタデータの

「評価値」を利用した場合の推薦リストを被験者に評価しても

らう．

　提案手法 1では，拡張ベクトルとユーザの繋がりから得た動

画の特徴ベクトルの類似度を計算して，類似度が高い動画を各

繋がりから 20件ずつ集めた．集めた動画をランキングする際

に拡張ベクトルと似た特徴ベクトルを持つ動画上位 5件を推薦

する手法を示した．このランキングで特徴ベクトルを利用する

代わりに，動画メタデータの「評価値」を利用した場合のリス

トを，被験者に評価してもらう．提案手法 2についても，ラン

キングには「評価値」を利用した場合のリストも作成し，被験

者に評価してもらう．

4. 2. 2 推薦動画リスト

評価対象は，合計で 7つの推薦動画リストとなる．3.3.2で示

したように，提案手法 2では閲覧動画との類似度が 0.2付近の

動画と類似度が高い動画の差を調査する．これらに，4.2.1の推

薦リストを含めた 7つのリストを表 5に示す．

表 6 閲覧動画と検索語

利用した検索語 閲覧動画タイトル

TAS 動画 スーパーマリオワールド tas 01

北斗の拳闘劇 闘劇 06北斗の拳�決勝戦

赤橙 ACIDMAN -赤橙（Acoustic）

映画神曲 神曲 TOP GUN「DANGER ZONE」

ハプニング HD女子アナハプニング２

～激辛ラーメンラフティング初挑戦～

ドラゴンクエスト ドラゴンクエスト CM 集

（1～8）DRAGON QUEST CM Mix

映画 映画『ブラック・スワン』予告編

AKBランキング AKB48ランキングベスト１０

（注1）：YouTube が企業と契約を結んで公式の動画コンテンツを配信する専用

ページ [16]



図 8 提案手法 1，2 による推薦動画リストの評価

4. 2. 3 推薦動画の評価

20代男性 8名の被験者が推薦動画と YouTubeの「関連動画」

を評価した．まず被験者の閲覧動画と，その動画を選ぶために

利用した検索語を表 6に示す．被験者は利用した検索結果から

1つ動画を選択すると，4.2.2で説明した推薦動画リストが示さ

れる．Google提供の「関連動画」は YouTube Data APIで取得

したものを表示し，被験者は提案手法のリストと，Google提供

の「関連動画」をランダムにまとめたリストを一括で評価した．

結果を図 8に示す．

　図 8のグラフは，表 5で示した Rec1-val，Rec2-val-sim0.2，

Rec2-val-simMax，Rec1，Rec2-sim0.2，Rec2-simMaxの被験者

実験による三段階評価 [0，1，2]の平均評価値 (最大値 2)を示

す．図 8から，推薦動画のランキングに特徴ベクトルの類似度

を利用した場合より，動画メタデータの「評価値」を利用した

場合の方が意外性が高く，また，満足度も高いことがわかる．

一方で，各繋がりから収集した動画を最終的にランキングする

際に類似度を利用した場合は，動画メタデータの「評価値」を

利用した場合よりも関連性が高い．また，「評価値」を使わない

場合でも関連性よりは意外性の高い推薦が行われていることが

分かる．以上から，関連性は下がるが，推薦動画のランキング

に動画メタデータの「評価値」を利用した方法が，意外性のあ

る動画の推薦に有効であることがわかる．

　ここで，提案手法 2の閲覧動画の特徴ベクトルとの類似度が

0.2付近の場合と，閲覧動画の特徴ベクトルとの類似度が高い

場合を比較する．図 8から閲覧動画の特徴ベクトルとの類似度

が高い方が満足度が高いことがわかる．一方，意外性，関連性

については一概に言えない．

　さらに結果の良かった動画メタデータの「評価値」を利用し

た場合の推薦リストを，日本語を主体に動画推薦した場合と，

英語を主体に動画推薦した場合に分けた評価結果を図 9に示す．

リスト名の先頭に日本語リストは J，英語リストは Eを加えて

いる．図 9からも，意外性が高い動画は関連性が低いことがわ

かる．また，いずれの推薦リストも英語の推薦リストに比べ，

日本語の推薦リストの方が満足度が高い．英語主体の推薦リス

トは意外性は高いものの，満足度が低い．これは被験者全員が

日本語の動画を閲覧したため，英語の動画に対して興味はある

があまり内容把握ができなかったからだと考えられる．

図 9 日英言語別推薦動画リストの評価

表 7 被験者の評価が高い推薦動画の繋がり

繋がり先 動画数

Fav-Fav 11

Fav-CSn 5

Fav 5

CSn 4

CSn-Fav 4

CSr-Fav 3

CSn-CSn 3

Fav-CSr 3

4. 3 考 察

まず，いずれの手法で生成した推薦リストも，Googleの提供

する YouTube の「関連動画」に比べて意外性が高いことがわ

かった．

　 3.3.2 で示した，閲覧動画との類似度が 0.2 付近の動画と類

似度が高い動画の差を検証した結果，類似度が高い動画のリス

トの方が満足度が高かった．ただし，類似度が高いといっても

その値は 0.5前後であったので，実際は類似度が中位の動画と

いえる．Googleの提供する YouTubeの「関連動画」は高い関

連性を示しているが，それに並び満足度も高い．意外性が高く

ても，ユーザが動画に満足しなければ有用であるとは考え難い

が，日本語の Rec1-val，Rec2-val-simMaxは高い満足度も示し

ている．よって，提案手法 1に基づいた推薦リスト，提案手法

2の派生として，類似度が下位ではなく中位とした推薦リスト

が，意外性があり，かつ満足度が高いといえる．ここで，日本

語の推薦リストの満足度が高いのは，被験者が選択した動画が

日本語を主体とした動画であったからだと考えられる．

　有用だと判断した推薦リスト (Rec1-val，Rec2-val-simMax)か

ら，被験者がアンケートで意外性と満足度共に 2をつけた動画

はどの繋がり先かを集計した．表 7に示す．表 7より，動画推

薦にもっとも有用な繋がりは「お気に入り繋がりのお気に入り」

だとわかった．

5. ま と め

本稿では，閲覧動画の投稿者間の繋がりを用いて，意外性の

ある動画を推薦する手法を二つ提案した．提案手法 1は，動画

検索結果から得られる特徴語を利用し，閲覧動画の特徴ベクト



ルを拡張した拡張ベクトルとの類似度が高い動画を推薦する手

法である．提案手法 2は，閲覧動画の特徴ベクトルを拡張せず，

その特徴ベクトルとの類似度が低い動画を推薦する手法である．

　予備実験で，閲覧動画の投稿ユーザが支持するユーザ (登録

チャンネル)と，お気に入り動画の投稿ユーザ (お気に入り)が

推薦動画を収集するための有望な繋がりであることが分かった

ので，被験者実験ではそれらの繋がりを利用した．実験では被

験者は，Googleの提供する YouTubeの「関連動画」に高い関

連性と満足度を評価として与えた．一方提案手法の推薦した動

画は，意外性は高いが関連性は低いと評価した．しかし，推薦

動画の満足度は悪くなかった．よって，提案手法は意外性のあ

る動画の推薦に有用だといえる．さらに推薦動画がユーザのど

のような繋がりから得られたかを分析した結果，意外性と満足

度の高い動画は「お気に入り繋がりのお気に入り」に多いこと

がわかった．

　今後の課題としては，「お気に入り」のような有望な繋がりを

利用して，2ホップより先の繋がりから推薦動画を収集するこ

とが挙げられる．評価方法もアンケートのみでなく，システム

自身による意外性や関連性の可視化システムなどが実装できれ

ば，さらに評価全体の信頼性が向上するだろう．また，意外性

と関連性，それに満足度を含めた三者の関連について詳細な分

析も必要と考えている．さらに実用化のためには，処理時間の

短縮なども考えていかなければならない．
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