
知能情報メディア主専攻実験資料 (2012年度 rev.1.23)

機械学習による推薦アルゴリズム

0 はじめに

0.1 推薦とは何か

コンピュータネットワークとインターネットWebの発展に伴い，情報発信の低コスト化，各種サービスの

オンライン化が近年は急速に発達した．これに伴い，ネットワークに溢れる大量の情報を利用して，サービ

スのユーザに，できるだけ効率よくユーザが望むような情報を提供するための技術が必要とされている．

あなたは今，レンタル DVDショップから映画をレンタルしようとしているとしよう．そのショップには 1

万タイトルの映画の貸し出しを行っている．あなたは 1万本の映画のなかから，どのようにして今日見たい

映画を選べばよいだろうか？

もし一万本の DVDが，あいうえお順，あるいは発売日順に陳列されていたとしたらどうだろうか？ ユー

ザが見たい映画にたどり着くのは容易ではない．そのため，ショップでは，邦画・洋画や，アクション・ラ

ブコメ・SF・歴史などある程度のジャンルに分類した上で DVDを陳列する．もしあなたが洋画のアクショ

ン映画を見たいと心に決めていた場合は，ジャンル毎の陳列はそれなりに求める映画を探す上で役に立つだ

ろう．これは検索の問題である．

一方で，もしあなたが自分でどんな映画を見たいかを自覚していない場合はどうだろうか？もっとも単純

な選択の基準は，たとえば以下のものになるだろう．

• リリース一週間以内の新作を見る (新しい映画が見たい)

• 今週最も貸し出しが多かった作品を見る (人気のある映画が見たい)

• ショップ店員のオススメ映画を見る (映画に詳しい人が好む映画が見たい)

これらはリリース時期や人気，権威ある人物の評価など，映画の内容とは異なる外部的な要因に基づいた

選択である．これらは全てショップ側からの推薦と捕らえることができる．またこのような推薦はレンタル

DVDに限らず様々な場面で見かけることができる．たとえば書店にいけば目立つ場所に平積みされた新作

の書籍や，売れ行きベストテンを陳列した棚をみることができる．

0.2 システムによる推薦

このようにアイテムをオススメする側からの能動的な情報提供を推薦と呼び，上記の新作やベストテン (あ

るいは “今売れています”) は伝統的なオススメ手法であるが，これらの推薦情報は，万人に共通した評価基

準 (新しさ，人気など)に基づいたものであり，万人に受け入れやすいが，バラエティに乏しいという欠点が

ある．近年では，サービスのオンライン化によって，誰が何を買った (見た，借りた)といったログ情報が蓄

積されていることから，画一的ではない，それぞれのユーザの好みに応じた推薦を実現することが可能になっ

ている．最も有名な例は，amazon.comによる，“この本を買った人はこんな本も買っています”であろう．

このように，情報の受け手に提示する情報を適応させることを個別化とよび，推薦において個別化を実現

する代表的な手法として協調フィルタリングが知られている．協調フィルタリングとは，それぞれのユーザ

が蓄積した情報に基づいて，機械学習の各種テクニックを利用し推薦情報を生成する．

この実験では，約 1600 人程度のユーザが約 4000 タイトルの映画に対して付与した 5 段階の評価情報

(MovieLens) (Resnick et al., 1994)を元に，まだ見ていない映画の評価を推定し，その評価をもとにオスス

メの映画を推薦するシステムを作成する．

1



0.3 この実験を通じて期待される取得スキル

この課題は機械学習による推薦を扱う実験課題であるが，optionalな課題を除けば1，利用する機械学習の

技術はごく初歩的なものであり，実際のハードルは機械学習の理解よりもむしろ以下の点にあり，まさにこ

れらが実験を通じて期待される習得スキルとなる．

• (実装とデータ構造) この実験で用いるデータの規模は通常の計算機のメモリにのる程度であり，さほ

ど大きいとは言えないが，いい加減に実装した場合，課題プログラムの実行時間は数日単位となり，現

実的な時間で終了しない．課題が求める計算の性質を見極め，適切なデータ構造とアルゴリズムを選

択し，それを実装に結び付ける技術が必要となる．このテキストでは，データ構造に対する基礎的知識

は掲載していないため，各自よく復習 (特に配列，リスト，ハッシュマップについて)しておくことが

望まれる．

• (開発テクニック) この実験では実装言語を指定していないが，複数のデータ構造を使い分ける必要が

あることから，その標準的実装が提供されている javaでの実装を推奨している．javaの代表的な開発

環境である eclipseの利用方法や javadocの読み方，頻出 apiの利用方法，コーディング標準，デバッ

グなどについては実験の初めのほうで解説をする

• (テクニカルライティング) テクニカルライティングの能力は技術開発そのものに比べ軽視されがちで

あるが，技術や開発成果を適切に表現するという目的から考えれば，技術そのものと同様に重要であ

る．この実験では，中間レポートの提出→テクニカルライティングの解説→中間レポートのレビュー→

レビューを考慮した最終レポートの提出，というプロセスを通じて，テクニカルライティングの習得を

目指す

0.4 注意点

• この実験用のwikiは http://www.mdl.cs.tsukuba.ac.jp/lecture/内の「情報科学類実験T-10　PT2012」

である. 連絡事項等について, 適宜参照すること. 特にスケジュール関係は wikiの記述が優先する．

• 実装は, できれば javaで行うこと. 初回二回は javaのチュートリアルにあてる. その他の言語で実装し

てもかまわないが, javaに比べるとサポートが手薄になる.

0.5 レポート提出

• レポートは日本語または英語で記述のこと

• この実験では三回のレポート提出を課している. 各提出日は次節参照のこと. ただし進行状況によって

締め切りは変更されることがある. 正しいスケジュールは常にWikiが優先される.

• 予備レポート (レポート 1-1,レポート 1-2,レポート 1-3)は, 課題全体を実装していくうえで, 重要な部

分を含むため, 将来に実装・設計が破綻することを防ぐため, 予備的なレポートを提出する. 詳細な考

察はこの段階では不要であるが, 指定されている数値をもれなく計測し報告することが必要である.

• 中間レポート (少なくともレポート 2まで)は, 正しいテクニカルライティングを学ぶことを目的とし,

レポートの書き直しの機会を作るためのものである. 実験結果をまとめる際には, なるべく表かグラフ

を用いること. 技術文書として最低限の条件 (グラフの場合は, 各軸の変数の意味, 軸のラベル，プロッ

トの適切さ，見やすさなど, 表の場合は, データの配置, 見やすさ, など)を欠かさないよう十分注意する

こと．中間レポート提出後、テクニカルライティングについて講義を行い、各レポートの中間レビュ－

を行うため、最終レポートは中間レビューの結果を受けて修正後提出すること.
1情報科学類三年時二学期の機械学習を履修している学生は，なるべく optional な行列分解の課題にも取り組んでほしい
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• 最終レポート (全課題についてのレポート) 評価は最終レポートのみで行う. 最終レポートにおいて,

表/グラフに大きな不備があるレポートは，減点の対象になる.

0.6 実験スケジュール

実験スケジュールについては wikiを参照のこと.

1 MovieLensデータセットのセットアップ

まずはじめに実験で利用するデータセットについて理解しよう．データセット (exp data)は，

• movies.dat

• nUser train Ratings.dat

• nUser test Ratings.dat

の三つからなる．nはユーザ数であり，{10, 100, 200, ..., 1600}の値をとる．これらのデータは wikiからダウ

ンロードすること. 10User train Ratings.dat, 10User test Ratings.datは, デバッグ用に用意した小規模デー

タである. どの課題もまずはこのデータでプログラムを作成し, 完成後大規模データに適用し動作確認する

こと.

1.1 movies.dat

movies.datは，評価対象となった映画に関する 3952本の映画に関する情報が記述されている．形式は，

MovieID::Title::Genre1|Genre2|...|GenreK

となっている．

• movieIDは 1から 3952の値をとる

• 各項目はデリミタ “::”で区分されている．ひとつの映画に割り当てられたジャンル数は不定で，デリ

ミタ “|”で区分されている．

• 注意 Titleに “:”を含むものがある (例えばMovieID=19, Ace Ventura: When Nature Calls (1995))

のでプログラミングの際は注意すること．

• 注意 movieIDは, 1から 3952の間で定義されるが, この範囲の中で利用されていないMovieIDも存

在する (抜け番)ので注意すること

1::Toy Story (1995)::Animation|Children’s|Comedy

2::Jumanji (1995)::Adventure|Children’s|Fantasy
3::Grumpier Old Men (1995)::Comedy|Romance

...

3951::Two Family House (2000)::Drama

3952::Contender, The (2000)::Drama|Thriller
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1.2 nUser train ratings.dat, nUser test ratings.dat

nUser train ratings.dat, nUser test ratings.datは各ユーザが各映画に与えた評価 (rating)を記述してお

り，どちらも同じ以下の書式を持つ．

UserID::MovieID::Rating::Timestamp

• nUser train ratings.dat, nUser test ratings.datにおいては, UserIDは 1から nの値をとる

• Ratingは 1から 5の値をとる

• Timestampは今回の実験では利用しないので “timestamp”とのみ記述されている

• ユーザあたりの評価数は不定であるが, 各ファイルあたり 1件以上存在する．

1::1193::5::timestamp

1::661::3::timestamp

1::914::3::timestamp

1::3408::4::timestamp

...

このデータの一行目は，UserID 1のユーザがMovideID=1193(One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975))

に対して，Rating=5を与えたことを意味している．

1.3 課題 1:データを扱うプログラムの準備

• 課題 1-1 10Users train ratings.datを読み込んだのちに，以下の動作を実現するプログラムを作りな

さい

1. ユーザの UserIDを縦軸に、映画のMovieIDを横軸とし, 各要素に対応する評価がはいった表を

出力する

– レポート 1-1

1. MovieIDと UserIDに対する Ratingの表を出力しなさい

• 課題 1-2 movies.datをメモリ上に読み込み, MovieIDからその映画のタイトルを取得できるようなプ

ログラムを作成しなさい. (ジャンルは今回の実験では使わないので無視してよい)

– 注意 この課題で作成するメソッドは, 次の課題で数万回以上呼び出される. この動作を行うたび

にmovies.datを読み込み, 頭からファイルをスキャンするような実装をすると, 次の課題で (計算

時間が大きくなりすぎて)行き詰まるので, まずはじめにメモリ上の領域を確保し、データを読み

込んだうえで, メソッドの実行を行うこと. またメソッドの動作に合わせて適切なデータ構造を選

択すること.

– レポート 1-2

1. 実装系 (OSや開発言語,開発環境など), 計算に利用した計算機の仕様等を説明しなさい. ま

たその実装系において実行するプログラムの計算時間 (cput time)を評価する方法を説明し

なさい.

2. MovieID1～10について, MovieIDと Titleの表をプログラムで生成しなさい
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3. この動作を実現するために利用したデータ構造を説明し, なぜそのデータ構造を選択したか

説明しなさい

4. このタスクの時間計算量について説明しなさい.

5. このプログラムの実際の平均計算時間を計測し2, 時間計算量との関係を考察しなさい. ただ

し, movies.datの読み込みや標準/ファイル出力など, インターフェース周りのオーバーヘッ

ドは計測計算時間に含めないこと.

• 課題 1-3 nUsers train ratings.dat(n = 100, ..., 1600)を読み込んだのちに，以下の動作を実現するプ

ログラムを作りなさい

1. 任意のMovieIDを入力に取り，その映画を見たユーザの UserIDとそのユーザの Ratingのリス

トを出力する (出力は UserIDでソートされていること)

2. 任意の UserIDを入力に取り，そのユーザが見た映画のMovieIDとその映画の Ratingのリスト

を出力する (出力はMovieIDでソートされていること)

3. 任意の二つのUserIDを入力に取り，両方のユーザが見た映画のMovieIDとその映画のRatingの

リストを出力する (出力はMovieIDでソートされていること)

4. 任意の二つのMovieIDを入力に取り，両方の映画を見たUserIDとそのユーザが与えたRatingの

リストを出力する (出力は UserIDでソートされていること)

– 注意 この課題で作成するメソッドは, 次の課題で数万回以上呼び出される. 従って課題 1-2と同

様に何らかデータ構造を用いて nUsers-train-ratings.datをメモリ上に読み込み, その上で上記の

動作をなるべく高速に処理するプログラムを作成しなさい.

– レポート 1-3

1. これら動作を実現するために利用したデータ構造を説明しなさい. またなぜそのデータ構造

を選択したを説明しなさい。

2. UserID=1および UserID=5の両方のユーザが見た映画のMovieIDとその Titleの表を作成

しなさい

3. MovieID=1およびMovieID=5の両方の映画を見た UserIDとその映画の Titleの表を作成

しなさい

4. 課題 1-3で作成した各プログラムの, ユーザー数N = 100, ..., 1600における実際の計算時間を

評価しなさい. (1-2-5同様、入力を変えつつ多数回実行し、その平均計算時間を求めること)

5. 課題 1-3で作成した各プログラムの, ユーザ数N , アイテム (映画)数M に対する時間計算量

を評価し, 実際の計算時間と比較し, 考察しなさい. ただし, nUsers train ratings.datの読み

込みや結果の標準/ファイル出力など, インターフェース周りのオーバーヘッドは計算時間に

含めないこと.

– ヒント nUsers train ratings.datのスキャン回数がなるべく少なく済むように実装すること. 課

題 1-3-1課題 1-3-2は, 必ずしも同一のデータ構造を用いて実現する必要はない. それぞれの課題

に適した参照構造を構築してもよい.

• 課題 1-4 UserID=i, MovieID=jのRatingが配列 S[i][j]に格納されるような配列を生成し, これをファ

イル出力する. また出力ファイルを読み込み, 配列 S[i][j]に Ratingを再格納しなさい. (レポート不要)

2一般に、実行時間が比較的短いプログラムやメソッドの実行時間は、計算機の状態によって変化する。この揺らぎの影響を排除す
るために、入力を変化させつつ 100回あるいは 1000回など多数回を for-loopにより繰り返し実行し、トータルの実行時間から平均計
算時間を見積もるようにすること。
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2 ユーザ間類似度に基づく推薦 (Group Lens法)

この節では，ユーザ間類似度に基づく推薦のアルゴリズム (Resnick et al., 1994)(Herlocker et al., 1999)

を実装する．Group Lensとはミネソタ大の John Riedlを中心としたグループが開発した協調フィルタリン

グシステムのパイオニアであり，映画の推薦システムとして稼動している3．

GroupLens法の原則は，好みのパターンが似ているユーザのペアを見つけ，そのペアが好む映画を互いに

推薦することである．具体的には，Aさんは “ガンダム”と “エヴァンゲリオン”が好きで，Bさんは “ガン

ダム”と “スターウォーズ”が好きならば，Aさんは “スターウォーズ”が，Bさんは “エヴァンゲリオン”が

好きであろう，と推測するのである．

問題となるのは，以下の二点である．

• “Aさんと Bさんが似ている”をどのように定量的に表現するか (類似度の定義)

• “Aさんと Bさんの類似度が v”であるときに，Aさんへのオススメ度をどのように推定するか (評価

値推定)

2.1 ユーザ間類似度の定義

はじめに記法を定義する．

• N 人の利用者がいる (i = 1, ..., N)

• M 個のアイテムがある (k = 1, ...,M)

• iさんのアイテム kに対する評価を sik ∈ {1, 2, 3, 4, 5}とする

• iさんが評価したアイテム集合を Ii ⊆ {1, ...,M}とする

• アイテム kを評価したユーザ集合を Uk ⊆ {1, ..., N}とする

• データセット中に存在するユーザとアイテムの集合を (i, k) ∈ Rとする

• iさんがアイテム kを評価していない場合, sik は不明 (つまり k ̸∈ Ii,のとき sik は不明)

まず，ユーザ iの評価値平均を s̄i とする．

s̄i =

∑
k∈Ii

sik

|Ii|
(2.1)

このとき，利用者 iと利用者 j の類似度 (ユーザ間類似度)を以下のように定義する. 類似度が高いユーザ

同士ほど, 好みが類似しているものと考える.

rij =

∑
k∈Ii∩Ij

(sik − s̄i)(sjk − s̄j)√∑
k∈Ii∩Ij

(sik − s̄i)2
√∑

k∈Ii∩Ij
(sjk − s̄j)2

(2.2)

ただし以下のいずれかの場合, rij = 0とする:

1. |Ii ∩ Ij | ≤ 1のとき (二人のユーザがともに評価したアイテムが少なすぎて類似度が評価できない)

2.
∑

k∈Ii∩Ij
(sik − s̄i)

2 = 0 または　
∑

k∈Ii∩Ij
(sjk − s̄j)

2 = 0のとき (ゼロ割を防ぐ)

3http://movielens.umn.edu/login
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2.2 類似度を用いた評価値の推定

各ユーザは限られた数の映画にしか Ratingを与えていない．そこで，利用者 iと利用者 jの類似度を用い

て，判明している Rating sik(k ∈ Ii)から Rating ŝik(k ̸∈ Ii)を以下の式で推定する．

ŝik = s̄i +

∑
j∈Uk\{i} rij(sjk − s̄j)∑

j∈Uk\{i} |rij |
(2.3)

ただし以下のいずれかの場合， ∑
j∈Uk\{i} rij(sjk − s̄j)∑

j∈Uk\{i} |rij |
= 0 (2.4)

として扱うものとする.

• |Uk \ {i}| = 0のとき (データ中に, アイテム kを評価しているユーザはユーザ iしかいないとき)

•
∑

j∈Uk\{i} |rij | = 0のとき (ゼロ割を防ぐ)

2.3 推薦精度の評価

Ratingが与えられなかったアイテムの評価値は，実際にそのユーザにアイテムを評価してもらう以外に評価

値を得る方法がない．そこで，推定精度を評価するために，データセットを訓練用と評価用の二つに分割してお

き，訓練用データ (nUser train ratings.dat)で類似度行列 rijを構成し，評価用データ (nUser test ratings.dat)

で指定される UserIDおよびMovieIDの Ratingの推定値 ŝik を求める．

評価用データには, 訓練用データと同様に, UserID, MovieID, およびその Ratingの値 sik は記載されてい

る. ここでは, 訓練用データで生成した類似度行列を用いて, 評価用データで指定された UserID (iとしよう)

とMovieID (kとしよう)の組についてそのRatingを推定する　 (評価用データには実際の sikが記述されて

いるが, それがわからないものとして推定を行う). 推定された Rating ŝik と真の Rating sik の差分の二乗和

の平方根 (平均二乗誤差, mean squared error)によって推薦精度を評価することができる．

MSE(R) =

√√√√ 1

|R|
∑

(i,j)∈R

(sij − ŝij)2 (2.5)

2.4 課題 2 ユーザ間類似度に基づく推薦の評価

• レポート 2-1

1. なぜ式 2.2がユーザ間の類似度として利用できるのかを説明しなさい

2. なぜ式 2.3が Ratingの推定値として利用できるのかを説明しなさい

• 課題 2-1 100User train ratings.dat を読み込み，ユーザ間の類似度行列を計算し，それをファイル

(100User similarities.dat)に出力しなさい．またファイルに出力したユーザ間の類似度行列から，ユー

ザ i，ユーザ j 間の類似度を再び読み込みなさい．

• 課題 2-2 類似度行列ファイル 100User similarities.datを読み込み, UserID, MovieIDを入力とし, 式

2.3に基づいて, 入力の UserID, MovieIDに対応する Ratingを計算できるようにしなさい．

• 課題 2-3 n = 100, ..., 1600について

1. nUser train ratings.datを読み込み, その類似度行列を作成し,
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2. nUser test ratings.dat を読み込み, この評価データに指定された UserID と MovieID における

Ratingを推定し,

3. 推定精度MSEn を評価しなさい.

• レポート 2-2

1. n = 10について、ユーザの類似度表 (Sampleファイルで計算したもの)を出力しなさい

2. 課題 2-3-2において, UserIDが 1から 10までのユーザについて, それぞれのユーザのこの評価デー

タ (testファイル)に含まれる映画の Ratingの推定値をすべて表示しなさい

3. 課題 2-3の一番目と二番目のタスクについて時間計算量を考察しなさい (ファイル読み込みに要す

る計算量は考慮しなくてよい). またユーザ数を n = 100, ..., 1600と変化させ上記 2タスクを実行

し, その計算時間を測定し, 時間計算量と比較しつつ考察しなさい. また得られたMSEの計算結

果について，考察しなさい．

• レポート 2-3 評価の推定式を，

ŝik = s̄i +

∑
j∈[Uk 中の iから見て類似度の大きいユーザ p人] rij(sjk − s̄j)∑

j∈[Uk 中の iから見て類似度の大きいユーザ p人] |rij |
(2.6)

に変更したときの変更のメリットとデメリットについて検討しなさい．

• レポート 2-4 式 2.2はユーザ間類似度を定義し，式 2.3はユーザ間類似度に基づく Ratingの推定式

を与えている．似たような考え方でアイテム間類似度を定義することもできる．

1. アイテム間類似度を定義し，アイテム間類似度に基づく Ratingの推定式を与えなさい

2. アイテム間類似度に基づく推薦において，ユーザ間類似度に基づく推薦と比べ優れているか劣っ

ているか？ 推定精度と計算時間の観点から考察しなさい
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3 推薦アルゴリズム用データセットの作成と推薦システムの実装

この課題は，課題 2が終わった時点で準備をはじめなさい．

この実験では履修者をいくつかのグループにわける．各グループで，映画以外を対象とした，推薦アルゴ

リズム用の新しいデータセットを収集する．

実験で入手可能な推薦システムは比較的小規模である．このような場合に推薦システムに適した分野は

• アイテム数が多すぎない (せいぜい 50-100)

• 対象アイテムの 20%以上は評価してもらえる

• 評価可能なアイテムが偏らない (あるアイテムは全員に評価してもらえるが別のアイテムはだれにも評

価してもらえない場合，そのアイテムは推薦してもらえない)

である．たとえば，AKB48, 筑波近辺に飲食店, 週刊少年ジャンプに連載中のマンガ，情報科学類の授業，な

どは上記の条件をみたすであろう．

• 課題 3

1. データ収集の分野を決めなさい

2. 質問票を作成しなさい

3. 各人が 20以上のデータを集めグループで集計し, データファイルを作成しなさい．訓練・テスト

データは収集データからグループ内で共通のものを作成すること．

4. 作成したデータセットを用いて類似度に基づく推薦か，次節で実装する行列分解による推薦 (あ

るいは両方)を作成し，結果を評価しなさい．

• レポート 3

1. データ収集の分野を説明しなさい

2. 質問票を説明しなさい

3. 作成したデータファイルについて説明しなさい

4. 類似度に基づく推薦か，次節で実装する行列分解による推薦について考察しなさい．自分に対し

システムは何を推薦したか，それは妥当であったかについて考察しなさい

4 行列分解に基づく推薦

前章では，ユーザ間の類似度に基づく推定評価値を推薦に利用した．この章では，ユーザとアイテムの背

後に隠れて存在する “好みの構造”といったものを扱う方法を考える．

類似度の高いユーザ同士は似たようなアイテムを好む，類似度の高いアイテム同士は似たようなユーザに

好まれている，という構造があるとすると，ユーザとアイテムの間には，好みを決定する中間的な要因があ

ると考えることは自然である．映画の場合であれば，movies.datに含まれるジャンル (Comedy, Romance)

は好みを決定する重要な要因である. その他にも

• “クリスティーナ・リッチーのファン”

• “ジェームズ・キャメロン監督の映画は嫌い”

• “韓流映画ファン”

• “戦前の映画が好き”

9



• “動物が出てくる映画が見たい”

• “アニメ命”

など，様々な要因が考えられる．また，“ラブコメ好き”で “韓流映画ファン”という人と，“ラブコメ嫌い”

で “韓流映画ファン”という嗜好を持つユーザが存在することも考えられる．人間の好みは，このような要因

が複雑に組み合わせられて構成される．

ここで推薦システムの入力に利用しているデータは，“映画とユーザの組み合わせに対する評価”しか含ま

れていないため，ユーザとアイテムの背後に隠れる要因 (潜在変数)を明示的に取り扱うことはできない．ま

た 4000個の映画と 1600人のユーザの好みを的確に表現できる要因を人手で設定することは非常に困難であ

る. そこで，この潜在変数を自動的にデータから推定する行列分解と呼ばれる手法を用い，これを推薦に利

用する方法を考える (Paterek, 2007)．

4.1 行列分解

評価の情報を持つN ×M 行列 Sは，巨大な行列であるが，多くの欠損値を持つ疎な行列である．行列分

解とは，このような疎な行列を比較的コンパクトな二つの行列の積に分解する方法である．

K < M,K < N なるK について以下の行列を考える.

• U はK ×N の行列,

• V はK ×M の行列.

このとき行列分解とは大きな疎行列 S をコンパクト二つの密行列 U ,V の積で以下のように近似する.

S ≃ UTV (4.1)

評価が実在するユーザ iとアイテム j の組 (i, j)をRとする. このとき, (i, j) ∈ Rか (i, j) ̸∈ Rかにかか
わらず, 評価値の推定値は

ŝij = ui
Tvj (4.2)

となる. ただし ui は U の第 i列ベクトル, vj は V の第 j 列ベクトルである. 類似度を用いた場合と異な

り, 実在する評価についても, 行列分解は正しい評価を与えるとは限らないことに注意したい.

任意の行列 S ∈ RN×M は S = UTV (U ,V は直交行列)の形式に分解可能であることが知られている (特

異値分解). 特異値分解は LU分解や連立方程式の求解に利用されるため, その解法はよく研究されている.

今回の行列は、欠損値 (値が定義されていない要素)が存在するため、実験では勾配法による行列分解にお

ける低ランク近似を行う.

今回の扱う行列は比較的大規模 (N = 1600,M = 4000)な上に, 対象とする行列のほとんどの値が欠損値で

あるため, 実装にはそれなりの工夫が必要になるが、勾配法を用いた場合, 比較的簡単に少ないメモリ量で簡

単に (近似の)行列分解を計算することができる.

式 4.1のように S を低ランク近似した場合, full-rankの行列分解と比べ正確性には劣る可能性があるもの

の, 利用用途を推薦と考えた場合には, 以下のような利点が期待できる:

• あるアイテムのあるユーザへの推薦の度合いは式 4.2で計算可能, その計算量は O(K)である

• ユーザー数 N = 1600, アイテム数M = 4000に対して, 各ユーザの典型的な好みの構造や各アイテム

の特徴を表現するために本質的に必要な変数の数は, 実際にはさほど多くないものと考えられる. rank

数を抑えることによって, 過学習を避けつつ, それなりに複雑なユーザの好みやアイテムの特徴を表現

できる大きさの rank K を用いれば, 精度よくかつコンパクトに予測が可能なはずである
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4.2 U , V の求め方

実際には式 4.1となるような U ,V をどのように求めればよいだろうか? ここでは以下の戦略を取る.

1. U ,V を適当に初期化する (ランダムな行列で構わない)

2. SとUTV の差分をU ,V で微分し, その差分が最小になるようなU ,V を最急降下法によって求める

各要素に着目すると S と UTV の差分は, (i, j) ∈ Rなる (i, j)について

eij = sij − ŝij = sij − ui
Tvj (4.3)

で与えられる. 行列全体では, S と UTV の平方二乗誤差が

MSE(R,U ,V ) =

√√√√ 1

|R|
∑

(i,j)∈R

(sij − ŝij)2 (4.4)

で与えられる.

この平方二乗誤差を最小とするような U ,V を求めたいため, 求める行列は

(U∗,V ∗) = arg min
(U ,V )

MSE(R,U ,V ) (4.5)

である. ここでMSE(R,U ,V )の U ,V に関する最急降下法を考える. MSEの二乗の ui に関する勾配は

∂MSE2

∂ui
=

∂

∂ui

( 1

|R|
∑

(i,j)∈R

(sij − ui
Tvj)

2
)

(4.6)

で与えられる. ある (i, j)の組みについて，第 k要素 uki に着目すると以下を得る.

∂

∂uki

( ∑
(i,j)∈R

1

|R|
(sij − ui

Tvj)
2
)

= −(sij − ui
Tvj)vkj (4.7)

= − 1

|R|
eijvkj (4.8)

(4.9)

同様に vj の第 k要素 vkj に着目すると以下を得る.

∂

∂vkj
= − 1

|R|
eijuki (4.10)

この勾配を用いれば, 最急降下法に基づいてMSE(R,U ,V )のU ,V による最小化を達成することができる.

具体的には以下の更新式の繰り返しである. 係数 1
|R| はすべての要素に対して一定なので省略してよいこと

に注意.

uki ← uki + ηeijvkj (4.11)

vkj ← vkj + ηeijuki (4.12)

ここで, ηはステップサイズパラメータである .

4.3 行列分解アルゴリズム

これまでの導出に基づいて, 行列分解のアルゴリズムを示す.
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• 入力: 疎なN ×M 評価行列 S, ステップサイズパラメータ η

• 出力: K ×N 行列 U K ×M 行列 V

1. (初期化) U ,V の全要素を, [0, 1]の乱数で初期化. t = 0.

2. 全ての (i, j) ∈ Rについて

(a) k = 1, ...,K について

i. 式 4.11により uki ← uki + ηeijvkj

ii. 式 4.12により vkj ← vkj + ηeijuki

3. もしMSEが改善したら, t← t+ 1として step 2へ

4. 二回連続でMSEが改善しなければ, U∗ ← U ,V ∗ ← V とし, U∗,V ∗ を出力して終了

4.4 行列分解に基づく評価値推定

行列分解の結果得られた U ,V を利用すると，未評価である sij を以下の式で推定することができる．

ŝij = uT
i vj . (4.13)

評価値推定は, 数理的には, 各アイテムを, k種類の特徴量のベクトル vj で表現し, 各ユーザは自身が与え

た評価とのずれが最小になるような線形モデル uT
i vj を学習しているものととらえることができる.

4.5 正則化項の導入

通常, 評価行列 S は極めて疎であるため, 評価点の数に対して, K の値が大きい場合には, 過学習を起こす

恐れがある. そこで, U , V の各要素の値が極端な値をとらないような正則化項を導入し過学習を防ぐ. 具体

的には, ui のノルム uT
i ui と vj のノルム vT

j vj を正則化項とした以下の目的関数を考える.

rMSE2 =
1

2

 ∑
(i,j)∈R

(sij − ui
Tvj)

2 + λΣN
i=1u

T
i ui + λΣM

j=1v
T
j vj

 (4.14)

この正則化項を導入した場合の rMSE2 の勾配は以下となる.

∂rMSE2

∂uki
= −eijvkj + λuki (4.15)

∂rMSE2

∂vkj
= −eijuki + λvkj (4.16)

この勾配によって, 最急降下法に基づいて以下の更新式の繰り返しせば rMSEの U ,V による最小化を達

成することができる.

uki ← uki + η(eijvkj − λuik) (4.17)

vkj ← vkj + η(eijuki − λvkj). (4.18)

正則化項を導入した場合の行列分解アルゴリズムは, 4.3節の step 2(a)の更新を, 式 4.18, 式 4.18に置き

換えたものである.
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4.6 課題 4 行列分解に基づく推薦の評価

• 課題 4-1 100User train ratings.datを読み込み，kおよび S を入力として, 正則化項を導入しない場

合とした場合の行列分解を実行し, U ,V を求め，これをファイルに出力しなさい．またファイルに出

力したU ,V を再び読み込みなさい．

• 課題 4-2 出力されたU ,V のファイルを読み込み, UserID, MovieIDを入力とし, 式 4.13に基づいて,

入力の UserID, MovieIDに対応する Ratingを計算しなさい．

• レポート 4

1. ステップサイズパラメータを η = 0.01とし, ユーザ数 n ∈ {100, 200, 400, 800, 1600}, 潜在変数数
K ∈ [2, 50], 正則化パラメータ λ ∈ [0.01, 1]の範囲で変化させ行列分解を実行し，testデータにお

いてもっとも少ないMSEを達成するパラメータセットを求めなさい. また正則化項を導入しない

場合 (λ = 0)と, した場合 (λ > 0)について，正則化パラメータが推定精度にあたえる影響を評価

し，考察しなさい．

2. 上記で求めたパラメータセットについて, ステップサイズパラメータ ηを変え, この問題規模に対

して適切な ηを決定しなさい. また, ηが解の収束の速度に与える影響について考察しなさい.
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