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あらまし  情報の爆発的な増加により情報推薦システムが注目されている．本稿ではユーザの採用時期特性を考

慮した推薦方式と，採用時期特性を推定する方式の提案を行う．採用時期特性の導入により，ユーザが商品購入時

に重視する新規性や話題性を考慮して推薦を行うことが可能となる．本稿では以下の 3つの事項についての検証結
果について報告を行う．1．生活家電などの商品カテゴリにおいて採用時期特性を持つユーザが多いこと，2．コン
テンツページへのアクセス時期は採用時期特性との相関が低いこと，3．採用時期特性によってクチコミページへの
アクセス数及び総アクセス数が異なること． 
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Abstract  A recommender system has been paid attention because of information explosion. This paper proposes the recommendation 

method considering user’s innovation characteristic and how to estimate user’s innovation characteristic. Our proposal method might 
recommend items considering user preference for novelty and popularity to which people attach importance in shopping. In this paper, we 
discuss next three issues. 1. A user has innovation characteristic in some item-categories such as electric household appliances. 
2. There is no correlation between an innovation characteristic and an access-timing to web pages. 3. Each user category which is 
categorized by innovation characteristic has different web action patterns such as an access counts for BBS pages and for all pages. 
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1. はじめに  
インターネット上で流通する情報量の爆発的な増

加により，ユーザが嗜好に合った情報を見つけること
が困難な状況になりつつある．その結果，ユーザの嗜
好にあわせて情報を提示する推薦サービスが注目を集
めている [1]．  
推薦サービスを提供するには，推薦システムに推薦

を受けようとするユーザの嗜好データを入力すること
が必要である．ユーザの嗜好データを入力するアプロ
ーチには，以下の 2 つの方法がある [2]．  
1． [明示的な獲得方法 ]ユーザが自ら嗜好情報を登録．  
2．[暗黙的な獲得方法 ]ユーザの行動データからユーザ
の嗜好や関心を推定．  
明示的な獲得方法は，正確な嗜好データを獲得する

ことができるが，ユーザに入力の負担がかかるため，
入力を負担と感じるユーザの嗜好データを獲得するこ
とができない．一方，暗黙的な獲得方法は明示的な獲
得方法と比較して嗜好データの正確性が劣るが，ユー
ザに嗜好の入力負担が掛からない為，多くのユーザの
嗜好データを獲得し推薦サービスを提供できるという

メリットがある．  
WWW の利用形態と求める機能に関する調査の結果，

「ユーザは有効な情報へ簡単な手段で辿り着きたい」
と報告されており [3],暗黙的な嗜好の獲得が求められ
ている．  
また，商品購入時には商品の新規性や話題性を重視

するユーザが多く [4]，ユーザに情報を提供する際には
ユーザの新規性や話題性を重視する度合いを考慮する
ことが必要である．  
以上より，本研究ではユーザの新規性や話題性に対

する嗜好を暗黙的に獲得し，それらの嗜好を考慮した
推薦方式の提案を行う．  

 
2. 既存の推薦方式  
ユーザの過去の行動履歴から暗黙的に嗜好を獲得

する推薦方式には下記の 2 つの方法がある [5]．  
(1)コンテンツに基づくフィルタリング [6] 
(2)協調フィルタリング [7] 
コンテンツに基づくフィルタリングは，ユーザの嗜

好データがコンテンツの内容と関連したキーワード等



 

 

で表現されることが多く，ユーザの嗜好データにはコ
ンテンツの新規性や話題性に関する嗜好は含まれるこ
とは少ない．従って，コンテンツに基づくフィルタリ
ングは新規性や話題性を考慮することは難しい．  
また，協調フィルタリングは，好みが近いユーザが

選択あるいは高評価を付与したコンテンツを推薦する
方式である．その為，新規コンテンツなどの誰もアク
セスしていないコンテンツは推薦されにくいことが
cold-start 問題として指摘されており [8]，商品の新規性
を重視するユーザに対応することができない．  
以上より，既存技術ではユーザの新規性や話題性を

考慮した推薦を行うことが困難であった．  
 

3. 提案方式  
3.1. 採用時期特性の導入  
コンテンツの新規性や話題性に対するユーザの嗜

好を表現するため，本研究では「採用時期特性」に着
目した．「採用時期特性」とは，ユーザがどの普及段階
にある商品を好んで採用するかを表す特性で，イノベ
ータ理論としてよく知られている特性である [9]．採用
時期が早いイノベータはコンテンツの新規性を重視し，
アーリーマジョリティやレイトマジョリティはコンテ
ンツの話題性を重視するため，採用時期特性の導入に
よってユーザの新規性や話題性に対する嗜好を表現す
ることが可能である．  
本研究では，ユーザの採用時期特性を表 1 に示した

ユーザカテゴリで表現する [9]．表 1 のユーザカテゴリ
は，イノベータ理論で提唱されたものを採用した．  

表  1.ユーザカテゴリとその特徴 [9] 

採用時期  ユーザカテゴリ 特徴  
早い  イノベータ  ・冒険的  
 アーリー  

アダプター  
・オピニオンリーダ
・他のユーザから尊敬

 アーリー  
マジョリティ

・比較的慎重  
・追随的な採用  

 レイト  
マジョリティ

・懐疑的  

遅い  ラガード  ・保守的，伝統的  
・最後に採用  

3.2. 仮説  
推薦方式に関して，下記の仮説を提案する．  

・ユーザ嗜好データに関する仮説  
[仮説 1]各カテゴリの商品を購入するユーザは採用時
期特性を持つ．  
・ユーザ嗜好の推定方法に関する仮説  
[仮説 2-2]ユーザが商品を採用する時期が特定の期間
に集中し，採用時期特性（ユーザカテゴリ）と商品の
採用時期に相関がある．   
[仮説 2-2]採用時期特性（ユーザカテゴリ）とユーザの
Web 行動に相関がある．  

[仮説 2-2-1]早期採用者ほど，新作商品の紹介ページ  
に頻繁にアクセスする．  
[仮説 2-2-2]早期採用者ほど，ランキングページと  
商品評価ページへのアクセス回数が少ない．  
[仮説 2-2-3]早期採用者ほど，サイトに頻繁に  
アクセスする．  

3.3. 推薦方式  
提案方式は，図 1 に示した 3 つの Step で実現する． 

Step1:ユーザの採用時期特性を推定  
ユーザを表 1 に示した 5 つのカテゴリに分類する．

推定方法は 3.4 で述べる．  
Step2:コンテンツを分類  
各カテゴリのユーザに適切なコンテンツを予め定

めたルールに基づいて収集し，各カテゴリ向けのコン
テンツとして分類する．  
例えばアーリーマジョリティ向けのコンテンツを

収集する場合を考える．アーリーマジョリティは新商
品の採用に慎重で，既に他のユーザが採用したコンテ
ンツを好んで選択する傾向を持つ．従って，アーリー
マジョリティ向けには尊敬するアーリーアダプターが
採用したコンテンツや，ランキングに入ったコンテン
ツを収集しアーリーマジョリティ向けコンテンツとし
て分類する．  
Step3:ユーザとコンテンツをマッチング  
推薦を受けるユーザのカテゴリに応じて Step2 で分

類したコンテンツを推薦する．  

図  1.推薦方式の概要  

3.4. 採用時期特性の推定方式  
3.3 の Step1 において，ユーザの採用時期特性は以下

のいずれかの方法で推定する．  
[方法 A]コンテンツの採用時期から推定する．  
（ [仮説 2-1]に対応）  
[方法 B]Web 行動データの特徴から推定する．  
（ [仮説 2-2-1]～ [仮説 2-2-3]に対応）  
3.4.1. [方法 A]:採用時期から推定する手法  
コンテンツの普及率と採用時期特性（ユーザカテゴ

リ）は表 2 のように対応するため [9]，ユーザがコンテ
ンツを採用した時点でのコンテンツの普及率を知るこ
とができれば，ユーザの採用時期特性を推定すること
が可能である．しかし，普及の途中過程においてコン
テンツの普及率を求めることは非常に難しい．そこで
本研究では，コンテンツの普及率を，コンテンツの採
用日で代替する．コンテンツの普及率は，一般的には
図 2 に示す S 字型カーブを描く為，ユーザがコンテン
ツを採用した日とコンテンツの普及率は 1 対 1 に対応
づけることができる．  

表  2．コンテンツの普及率と採用時期特性 [9] 

コンテンツの普及率
[%] 

ユーザカテゴリ  

～2.5 イノベータ  
～16 アーリーアダプター  
～50 アーリーマジョリティ

～84 レイトマジョリティ  
～100 ラガード  



 

 

 

図  2.S 字型カーブ  

[方法 A]は，ユーザがコンテンツを採用した日が集
中する特定の時期を算出し，その時期に基づいてユー
ザの採用時期特性を推定する方法である．例えば，常
にコンテンツを発売日当日に採用するユーザは，常に
コンテンツの普及率が 2.5%以下の時期にアクセスす
るユーザ，即ちイノベータとして推定する．  
なお，本研究において「採用日」は「コンテンツペ

ージへの初回アクセス日」と定義する．採用日は，他
にも「コンテンツを購入した日」や「ショッピングカ
ートに投入した日」と定義できるが，何れも行動の発
生頻度が低く，実際のサービス時にログデータの収集
が困難になることが懸念されるため，本研究では「コ
ンテンツページの採用時期」と定義する．  

 
3.4.2.  [方法 B]:Web 行動から推定する手法  

[方法 B]は，ユーザの採用時期特性によって表 3 の
[A]列に記した行動特性が異なることを利用し，採用時
期特性を推定する方法である．表 3 の [A]列の行動特性
は実世界で調査した行動特性のため，そのままでは
Web 行動に適用することは難しい．そこで本研究では，
表 3 の [A]列の行動を [B]列のように解釈し，[C]列に示
した Web 行動特性を採用時期特性の推定に用いる．  

表  3.採用時期特性と対応する Web 行動特性  

[A]時期特性により 
異なる行動特性 

([9]より引用) 

[B]行動特性
の解釈  

[C]Web 行動特性  

早 期 採 用 者 は 
後期採用者と比較し，
変化に対してより 
好意的な態度をとる．

早期採用者は， 
新しい商品に 
興味が強い． 

早期採用者ほど，
新作商品の紹介 
ページに頻繁に 
アクセスする． 

早 期 採 用 者 は 
後期採用者と比較し，
不確定性や危険を 
恐れない． 

早期採用者は， 
採用した商品が 
失敗であること 
を恐れない． 

早期採用者ほど，
ランキングページと 
商品評価ページへの 
アクセス回数が少ない

早 期 採 用 者 は 
後期採用者と比較し，
情報を積極的に 
求める． 

早期採用者は， 
頻繁に情報収集 
行動を行う． 

早期採用者ほど，
サイトに頻繁に 
アクセスする． 

例えば， [方法 B]は図 3 に示す手順でユーザの採用
時期特性を推定する．まず，行動履歴データから表 3
に示した各 Web 行動データを集計する（図 3 の①）．
次に，予め設定した各ユーザカテゴリの代表値と，各
ユーザの Web 行動データを比較し（図 3 の②），最も

類似した傾向を持つユーザカテゴリをそのユーザのユ
ーザカテゴリと推定する（図 3 の③）．  

 

図  3． [方法 B]の概要  

3.5. 本推薦方式の効果  
採用時期特性を考慮した推薦方式は，以下の効果が

期待される．  
1)推薦コンテンツに対する反応率の向上  
2)コンテンツの普及を促進する  

 
1)について  
本推薦方式を用いた場合，イノベータには新しいコ

ンテンツ，マジョリティには話題のコンテンツを推薦
することが可能となる．ユーザが，コンテンツを選択
する際に重視する新規性や話題性を，推薦時に考慮す
ることができるため，推薦コンテンツに対する高い反
応率が期待される．  
また， [10]では「ユーザの採用時期特性によって，

商品のアピールポイントを変えるべき」と指摘してい
る．具体的には，同じコンテンツを推薦する場合であ
っても，イノベータにはコンテンツの規格（サイズ，
重さ等）をアピールした推薦文，アーリーアダプター
にはコンテンツのベネフィット（メリット）をアピー
ルした推薦文を提示することが望ましいとされている．
本推薦方式では，アピール対象となるユーザの採用時
期特性を推定可能であることから，ユーザの採用時期
特性に応じた推薦文の提示が可能であり，推薦コンテ
ンツに対する高い反応率が期待できる．  

 
2)について  
自身より少し革新的なユーザカテゴリが採用して

いる商品を推薦するというルールを定めた場合に，コ
ンテンツのスムーズな普及を促す効果が期待される．
少し革新的なユーザが採用している商品を推薦すると
は，例えばアーリーアダプターが採用しているコンテ
ンツをアーリーマジョリティに，アーリーマジョリテ
ィが採用しているコンテンツをレイトマジョリティに
推薦することを指している．従来，何らかの原因によ
って，例えばアーリーアダプターまでにしか普及しな
かったコンテンツも，本推薦方式を用いることによっ
てアーリーマジョリティやラガードにまで商品を提示
することが可能となり，コンテンツの普及を促進する
効果も期待される．  
 
4. 仮説検証  

3.2 の 3 つの仮説を、アンケート調査とログデータ
分析によって検証した結果について述べる．  



 

 

4.1. [仮説 1]に関して 
4.1.1. 検証方針  
アンケート調査より，商品カテゴリごとに採用時期

特性を持つユーザ数を算出し，採用時期特性を持つユ
ーザの割合が高い商品カテゴリに関して [仮説 1]が成
立すると判断する．  
4.1.2. 検証方法  
下記の手順で検証を実施した．  
①  2007 年 9 月に，EC サイトで商品を購入した経

験を持つ 282名に対して Webアンケートを実施
し，下記の 2 つの質問を行った．  

[Q1] Web サイトで購入することがある，もしくは購
入しても良い商品を，リストから最大 3 つ選択して
ください．  
{食品，生活雑貨，日用家電製品，CD･DVD，書籍，
精密機器，衣類，装飾品，化粧品，チケット類，楽
曲のダウンロード，動画のダウンロード} 
[Q2] [Q1]で選択した商品を購入する際の傾向とし
て，各項目はあなたにどの程度あてはまりますか？
下記の中からあてはまるものをお答えください．   
{人より新しいものを買う，新製品は 1 度は買って  
みる，製品の特徴を他人に知らせる，気に入って  
いる商品を他人に薦める，周囲が使用している製品  
を選ぶ，宣伝で見る製品を選ぶ} 
②  [Q2]の回答データに株式会社構造計画研究所が

作成した採用時期特性を推定する方式を適用し，
商品カテゴリ毎に採用時期特性を持つユーザの
割合を算出した．  

4.1.3. 検証結果  
各商品カテゴリにおける採用時期特性を持つユー

ザの割合を表 4 に示す．日用家電製品など 6 つの商品
カテゴリにおいて，70％以上のユーザが採用時期特性
を持つことを確認した．  

表  4.採用時期特性を持つユーザの割合  

商品カテゴリ  ユーザ数 [人 ] 採用時期特性を持つ
ユーザの割合[％] 

食品  75 86.7 
化粧品  49 81.6 
生活雑貨  71 80.3 
精密機器  42 78.6 

日用家電製品  45 71.1 
衣類  57 70.2 

CD･DVD 91 64.8 
書籍  129 57.4 

4.1.4. 考察  
調査した 12 の商品カテゴリのうち 6 つのカテゴリ

に関して，多くのユーザが採用時期特性を持っており，
[仮説 1]が成立する商品カテゴリである可能性が高い． 
一方，CD･DVD や書籍では，採用時期特性をもつユ

ーザの割合が低く， [仮説 1]が成立する可能性は低い．
理由として，商品自体が持つ性質が考えられる．例え
ば書籍の場合，内容に興味があれば，書籍の発行日が
数年前であっても購入する商品であるため，採用時期
特性をもつユーザの割合が少なかったのではないかと
考えられる．  
4.2. [仮説 2-1]に関して 
4.2.1. 検証方針  

[仮説 2-1]は，2 段階で仮説検証を行う．まず，ユー
ザが各コンテンツページにアクセスした時期を算出し，
(1)アクセスが特定の時期に集中することを確認する．

次に，アクセスが特定の時期に集中するユーザに対し
て，(2)アンケートデータを用いて推定した採用時期特
性とアクセス時期に相関があることを確認する．  
4.2.2. 検証データ  

Webサイトへのアクセスログを記録した Web視聴デ
ータと Web アンケートデータを使用した．なお，4.1
で使用したアンケートデータと区別するために，[仮説
4.2]において使用したアンケートデータは Web アンケ
ートデータと記載する．  
・Web 視聴データ  
ユーザ端末側で収集した Web 視聴データ（ビデオリ

サーチインタラクティブ社調べ）を用いた．Web 視聴
データには，ユーザ ID，アクセス時刻，アクセスした
Web ページのＵＲＬ等の情報が含まれている．  
・Web アンケートデータ  

2006 年 11 月に，Web 視聴データの対象者より取得
したアンケートデータ（ビデオリサーチインタラクテ
ィブ社調べ）を使用した．  
4.2.3. 検証方法  
検証は下記の手順で行った．  

① ユーザが分析対象の商品ページに初めてアクセ
スした日（3.4.1 の採用日に該当）を抽出し，発売
日から初アクセス日までの経過日数を算出した．
なお，本検証で分析対象とした商品は，某価格比
較サイトに商品ページが存在し，2007 年 1 月 1 日
から 8 月 31 日 (240 日間 )に発売開始した日用家電
商品とした．また集計対象のユーザは，ノイズと
なり得るレコード数の少ないユーザを取り除く
為に，2007 年 1 月 1 日から 8 月 31 日の間に分析
対象の商品 3 つ以上の商品ページにアクセスし，
4.2.2 の Web アンケートに回答したユーザ（183
名）とした．  

② ユーザがどの時期にコンテンツに集中的にアク
セスしたかを確認するため，2007 年 1 月 1 日から
8 月 31 日を 30 日ごとに区切り，表 5 のように集
計区間を設定し，区間ごとにユーザが初めてアク
セスしたコンテンツの数を集計した（表 6）．  

表  5．アクセス時期と集計区間  

区間  時期  区間  時期  
区間 1 発売前  区間 6 ～150 日  
区間 2 ～30 日  区間 7 ～180 日  
区間 3 ～60 日  区間 8 ～210 日  
区間 4 ～90 日  区間 9 ～240 日  
区間 5 ～120 日    

表  6．ユーザのアクセス状況例  

区間  
アクセス  
コンテンツ

数  
区間  

アクセス  
コンテンツ

数  
区間 1 2 区間 6 1 
区間 2 2 区間 7 1 
区間 3 16 区間 8 1 
区間 4 4 区間 9 1 
区間 5 2 合計  30 

③ 各ユーザのアクセス集中区間（※）を算出し，ユ
ーザのアクセス時期が特定区間に集中するユー
ザの割合を確認した．  
※アクセス集中区間とは，2007 年 1 月 1 日から 8
月 31 日にアクセスした全コンテンツ数に対して，



 

 

半数以上のコンテンツにアクセスした区間を，そ
のユーザのアクセス集中区間とした．例えば，表
6 に示したユーザのアクセス集中区間は，全アク
セスコンテンツ数 30 のうち半数以上，即ち 15 コ
ンテンツ以上にアクセスした「区間 3」が該当す
る．   

④ 採用時期特性とアクセス時期の相関を調べる為
に，Web アンケートデータを用いて採用時期特性
と対応するユーザグループを推定した．推定には，
下記の質問に対する回答を用い，新製品に対する
興味の度合いが強い順に表 7 のようにユーザグル
ープを推定した．   
[Q]新製品に対する興味の度合いを，1 から 5 の中
からお答えください．（“新製品に対して興味があ
る”場合は 1，“無関心”な場合は 5 と回答する）  

表  7．回答データとユーザカテゴリの対応  

新製品に対する 
興味の度合い 

回答 ユーザグループ  

興味がある  1 イノベータ候補者  
（ I.候補者）  

 2 アーリーアダプター候補者
（E.A.候補者）  

 3 アーリーマジョリティ候補者
(E.M.候補者) 

 4 レイトマジョリティ候補者
（L.M.候補者）  

無関心  5 ラガード候補者  
（L.候補者）  

⑤ ③にてアクセスが特定区間に集中したユーザ (74
名 )に対して，ユーザグループと③で導出したユー
ザのアクセス集中区間の相関係数（スピアマンの
順位相関係数）を算出した．  

4.2.4. 検証結果  
(1)アクセス時期の偏りに関して  
アクセスが特定区間に集中するユーザの割合を図 4

に示す．アクセス時期が集中しているユーザ（アクセ
ス集中ユーザ）と分散しているユーザ（アクセス分散
ユーザ）の割合は 4:6 で，アクセス分散ユーザの割合
が高かった．   

図  4．ユーザの内訳  

 
 
 
 
 
 
 

 (2)ユーザグループとアクセス時期の相関に関して  
図 4 のアクセス集中ユーザに関して，Web アンケー

トデータを用いたユーザの分類結果を図 5 に示す．  

図  5．各グループのユーザ数  

また，ユーザグループごとのアクセス集中区間の分
布を図 6 に示す．図 6 において，イノベータ～アーリ
ーマジョリティに対応するユーザグループのアクセス
集中区間は 60 日～90 日に集中し，ユーザグループ間
でアクセス時期に差が見られなかった．また，ユーザ
グループとアクセス時期のスピアマンの順位相関係数
は -0.1054 となり，無相関という結果を示した．  

図  6．ユーザグループとアクセス時期  

4.2.5. 考察  
(1)アクセス時期の偏りに関して  
 図 4 より，約 6 割のユーザのアクセス時期が分散し
ていることがわかった．アクセス分散ユーザが存在す
る理由として，採用日をページへの初アクセス日と定
義したことによるノイズの影響が考えられる．Web ペ
ージへのアクセスは，ユーザにとって負担の少ない行
動であるため，ユーザがアクセスしたコンテンツには，
興味が低いコンテンツも含まれる可能性がある．ユー
ザの嗜好をより強く表すのは購入行動であると指摘さ
れており [11][12]，上記のノイズを除去するには「商品
の購入日」と定義することが有効だと考えられる．   
(2)ユーザグループとアクセス時期の相関に関して  
図 7 及び相関係数の値より，ユーザグループとアク

セス時期は無相関である可能性が高い．理由は， (1)
と同様に採用日をアクセス日と定義した為と考えられ
る．   
[仮説 2-1]に関して  
 以上より，今回の検証では [仮説 2-1]を支持するデー
タを得ることができなかった．従って，アクセス日か
らユーザの採用時期特性を推定する [方法 A]はこのま
までは適用することはできない．今後，例えば「採用

アクセス時期が
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74人(40.4％)

アクセス時期が
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109人(59.6％)
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日」を「購買日」と再定義することにより， [方法 A]
で採用時期特性を推定できる可能性はあるため，今後
継続して検証を行う必要がある．  

 
4.3. [仮説 2-2]に関して 
4.3.1. 検証方針  

[仮説 2-2]を検証するため，ユーザの採用時期特性と
対応するユーザグループを 4.2 の Web アンケートデー
タを用いて推定し，表 8 に列挙した Web 行動の集計結
果との相関を調べる．  
4.3.2. 検証方法  
下記の手順で検証を行った．  
①  2007年 1月 1日～8月 31日に某価格比較サイト

の家電商品ページにアクセスし，Web アンケー
トに回答したユーザ（319 名）に対して，4.2.3
の④と同じ手順でユーザグループを推定した．  

②  表 8に示した各 Web行動のレコード総数を算出
した．なお，今回の検証ではレコード数を確保
するため，分析対象としている家電以外のカテ
ゴリの商品にアクセスしたレコードも含まれて
いる．  

③  ユーザグループごとに， 1 ユーザあたりの各
Web 行動の平均レコード総数（8 ヶ月のレコー
ド総数 /1 ユーザ）を算出し，グループ間で比較
した．  

表  8．集計対象の Web 行動  

Web行動特性（表 3より抜粋） 集計対象の Web 行動  
早期採用者ほど，新作商品
の紹介ページに頻繁にア
クセスする．  

新作商品紹介ページ  
へのアクセス数  

ランキングページ  
へのアクセス数  
商品のレビューページ  
へのアクセス数  

早期採用者ほど，ランキン
グページと商品評価ペー
ジへのアクセス回数が少
ない．  

商品のクチコミページ  
へのアクセス数  

早期採用者ほど，サイトに
頻繁にアクセスする．  

サイトへの総アクセス数

4.3.3. 検証結果  
①にて分類した各グループのユーザ数を図 7 に示す． 

図  7．各グループのユーザ数  

また，ユーザグループごとの Web 行動の検証結果は
下記の通りである．ユーザグループ間での差を確認し
たクチコミページへのアクセス数・総アクセス数の結
果を図 8 と図 9 に示す．  
・グループ間の差を確認した Web 行動  

－商品のクチコミページへのアクセス数  
－サイトへの総アクセス数  

・グループ間の差を確認できなかった Web 行動  
－新作商品紹介ページへのアクセス数  
－ランキングページへのアクセス数  
－商品のレビューページへのアクセス数  

図  8．ユーザグループと  
クチコミページへのアクセス数  

図  9．ユーザグループと総アクセス数  

4.3.4. 考察  
仮説の検証結果は表 9 の通りとなった．  
 

表  9． [仮説 2-2]の検証結果  

仮説  検証結果  
[仮説 2-2-1]早期採用者ほど，  
新作商品の紹介ページに 
頻繁にアクセスする． 

× 
･･･グループ間で差を 
確認できず． 

[仮説 2-2-2]早期採用者ほど， 
ランキングページと 
商品評価ページへの 
アクセス回数が少ない． 

△ 
商品のクチコミページ 
…グループ間で差を確認， 
仮説で示唆した傾向と異なる．
ランキング・商品評価ページ
…グループ間で差を 
確認できず． 

[仮説 2-2-3]早期採用者ほど，  
サイトに頻繁にアクセスする．

△ 
…グループ間で差を確認， 
仮説で示唆した傾向と異なる．

[仮説 2-2-1]に関して  
  約 9 割のユーザの新作商品紹介ページへのアクセス
数が回であった．従って，このサイトのユーザは新作
商品の紹介ページを閲覧しない特性を持つと考えられ
る．[仮説 2-2-1]に関しては新作の商品ページが多くの
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ユーザに閲覧されているサイトで，再度検証を行うこ
とが必要である．  
[仮説 2-2-2]に関して  
約半数のユーザはランキングと商品評価ページに

アクセスしていなかった．従って，ランキングと商品
評価ページに関して，[仮説 2-2-1]と同様の理由で再度
他のサイトで検証を行う必要がある．また，ランキン
グと商品評価ページへのアクセスはラガード候補者の
みが特に多かった．これは分析対象者がラガード候補
者に関して少なかった為に，外れ値の影響を大きく受
けたのではないかと考えられる．  
また，クチコミページへのアクセス数は， [仮説

2-2-2]とは異なる傾向（イノベータ及びラガードの候
補者がアクセスし，マジョリティがアクセスしない）
を示すことを確認した．早期採用者が高い値を示した
のは，クチコミページは ,商品の性能や機能に対して情
報交換をする場であるため ,積極的に商品情報を入手
する特性をもつイノベータ候補者が積極的にアクセス
した結果ではないかと考えられる．一方，ラガード候
補者が高い値を示した理由は 2つ考えられる．1つは，
分析対象となるユーザ数が少なかったことによる外れ
値の影響，もう 1 つはラガード本来の特質として「う
まくいくことが確実でなければならないと考える」傾
向があり [9],その特質のためにクチコミページへのア
クセス数が高くなっている可能性もある．  
今後，分析対象ユーザ数（特にラガード）を増やし

て検証を行い，今回の検証結果が外れ値の影響による
ものなのか，それとも各ユーザグループの本来の姿を
現したものなのかを見極める必要がある．  
[仮説 2-2-3]に関して  
アクセス数に関して，ラガード以外は [仮説 2-2-3]と

同様の傾向を示していることを確認した．ラガードの
アクセス数が極端に高い値を示しているのは， [仮説
2-2-2]と同様の理由（ユーザ数）であると考えられる．  

 
以上より [仮説 2-2]が一部の Web 行動に関して成り

立つ可能性があることを確認し，採用時期特性の推定
に使うことができる見通しを得た．  
 
5. おわりに  
本稿では，採用時期特性の推定方式及びユーザの採

用時期特性を考慮した推薦方式の提案を行った．  
アンケート及びログデータ分析結果より，家電を含

む幾つかの商品カテゴリのユーザは採用時期特性を持
ち ([仮説 1])，サイトへのアクセス数・クチコミページ
へのアクセス数がユーザグループ間で異なること ([仮
説 2-2]の一部 )を確認した．また，幾つかの Web 行動
データを用いて，ユーザの採用時期特性（ユーザカテ
ゴリ）を推定できる見通しを得た．  
今後は，より多くのユーザで [仮説 2-2]の追検証を実

施し採用時期特性と相関のある Web 行動の抽出，及び
推定方式の確立を行う予定である．また，今回の検証
では見通しを得ることができなかったが，採用時期か
ら採用時期特性を推定する方式についても，採用の定
義を再検討して継続して検討を行う予定である．  

 
文    献  

[1] 市川裕介ほか,“サイト横断でユーザ個々の嗜好
に合ったサービス提供を実現するパーソナルサ
ービス基盤技術, ” NTT 技術ジャーナル, Vol. 
20, No. 1, pp.67-70, Jan.2008.  

[2] 神嶌敏弘， “推薦システムのアルゴリズム (1), ”人

工知能学会誌 , vol.22, no.6, pp.826-837, Nov.2007. 
[3] 宇田隆幸，藤井敦，石川徹也，“ユーザ投票と情

報アイテム間類似度を併用した情報推薦システ
ム‐擬似投票方式の提案と評価‐，  ”情報処理学
会 研 究 報 告 2004-DBS-132 ，  Vol.2004, No.3, 
pp.105-112, Jan.2004. 

[4] ヤフー株式会社 .“インターネットショッピング市
場現在と今後の展望～ 2005 要約レポート , ”
http://i.yimg.jp/images/research/pdf/reportsummary2
0050726.pdf, Yahoo!リサーチ , 2005-07-26, (参照  
2008-02-20). 

[5] 土方嘉徳，“嗜好抽出と推薦情報技術，  ”情報処
理 ， 情 報 処 理 学 会 , Vol.48, No.9, pp.957-965, 
Sep.2007.  

[6] 寺野隆雄，“e ビジネスの理論と応用  インターネ
ッ ト の 知 的 情 報 技 術 ， 北 村 泰 彦 , 山 田 誠 二
（編） ,pp.59-87, 東京電機大学出版局 , 2003. 

[7] Pauk Resnick, Neophytos Iacovou, Mitesh Suchak, 
Peter Bergstrom, and John Riedl, “GroupLens: An 
Open Architecture for Collaborative Filtering of 
Netnews，” Proceedings of ACM 1994 Conference on 
Computer Supported Cooperative Work, pp.175-186, 
Mar. 1994. 

[8] A. Schein, A. Popescul, L. Ungar, D. Pennock，
“ Methods and metrics for cold-start 
recommendations, ” 25th Annual ACM SIGIR 
Conference, pp. 253-260, Aug. 2002 

[9] E.M.Rogers， Diffusion of Innovations, The Free 
Press,  NewYork, 1962. 

[10] 森行生，ヒット商品を最初に買う人たち，ソフト
バンククリエイティブ株式会社，東京，2007．  

[11] Nichols, D.M.,“ Implicit Rating and Filtering, ”
Proc.5th DELOS Workshops on Filtering and 
Collaborative Filtering, pp.31-36，Nov. 1997. 

[12] Burke,R,“Hybrid recommender systems: Survey and 
experiments, ”User-Modeling and User-Adapted 
Interactions, Vol.12, No.4, pp.331-370, Nov. 2002. 


