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自動検索の課題

デジタル放送受信機の普及により，

放送で配信されるテレビ番組だけでな

く，ネットワーク経由でVOD（Video 

on Demand）などの映像コンテンツも

視聴可能になりました。視聴可能なコ

ンテンツ数が膨大になると，自分の視

聴したいものを見つけるのが困難にな

ります。

“レグザクラウドサービス「TimeOn」”

の“みるコレ”サービスでは，人物が出

演するテレビ番組やVODコンテンツを

自動検索して一覧表示する機能“みるコ

レパック”（以下，パックと略記）により，

コンテンツを探しやすくしています。“サ

ラ・タイムオン”という人物パックの画

面例を図1に示します。パックはお気

に入り登録することで，次回からすばや
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“みるコレパック”（以下，パックと略記）によりコンテンツ

を効率良く探せます。しかし，興味のあるパックを探すの

が難しいという課題がありました。

そこで，ユーザーに適したパックを推薦する技術を開発

しました。ユーザーが視聴する番組の頻度を計算するこ

とで，ユーザーが習慣的に視聴する番組や出演者のパッ

クを推薦します。また，パックの登録傾向が類似している

他のテレビを見つけることで，ユーザーが興味を持ちそう

だがまだ気づいていないパックを推薦します。パック機

能が使いやすくなり，テレビの利便性が向上します。

くアクセスできます。主なパックには，

出演者に関する人物パックと番組に関

する番組パックがあります。パックは

67,000個以上（注1）用意されています

が，自分が興味のあるパックを探して登

録するのが難しいという課題がありま

した。

パック推薦機能

そこで，膨大な数のパックの中から，

ユーザーが興味のあるパックを容易に

探せるように，パックの推薦技術を開発

しました。みるコレではパック単位でコ

ンテンツを管理するため，推薦の単位

もコンテンツではなくパックとしまし

た。この技術では，ユーザーが習慣的

に視聴する番組や出演者を探すパック

（習慣性パック）と，ユーザーが興味を

持ちそうだがまだ気づいていないパック

（意外性パック）を推薦できます。

● 習慣性パック推薦
習慣性パック推薦を，図2を用いて

説明します。テレビ1で視聴した番組を

赤，黄，緑の帯で表し，同じ色は同じシ

リーズ番組を表します。

まず，あるテレビの視聴履歴データか

ら，番組の視聴頻度を計算し，そのテレ

ビのユーザーが視聴している番組や出

演者に対応するパックに対してスコアを

付けます。パックに対してテレビ1とテ

レビ2で付与されたスコアを表1に示し

ます。ここで，A～Dは番組に，E～H

は出演者に対応するパックを表します。

テレビ1のユーザーが毎週放送される番

組Aと番組Bの3話中3話を視聴した

場合，番組AとBに対応するパックA

とBに対してスコア1.0（=3/3）を付与

図1．みるコレパックの画面例̶サラ・タイムオンが出演するテレビ番組や
VODコンテンツを一覧表示します。

図2．習慣性パック推薦の概要̶ユーザーが習慣的に視聴している番組と
出演者を検出し，番組や出演者に対応するパックに対して視聴頻度をスコア
化します。
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（注1） 2016年4月現在。

します。また出演番組の全てを視聴し

た場合，出演者E，Fに対応するパック

E，Fに対してスコア1.0（=3/3）を付与

します。一方，3話中1話しか視聴して

いない番組Cに対応するパックCと，

出演番組3話のうち1話しか視聴してい

ない出演者Gに対応するパックGに対

して，スコア0.3（≒1/3）を付与します。

次に，スコアが高いパックを習慣性

パックとして推薦します。例えば，テレ

ビ1に対して，0.8以上のスコアが付与

されているパックA，B，E，Fを習慣性

パックとして推薦します。テレビ2も同

様にパックに対してスコアを付与し，習

慣性パックC，D，G，Hを推薦します。

● 意外性パック推薦
意外性パック推薦を，表2を用いて説

明します。ここで，スコアに下線がある

パックは，そのテレビにお気に入り登録

されているパックを表します。例えば，

テレビ1にはパックI，J，K，Lがお気に

入り登録されています。

まず，パックのお気に入り登録データ

を参照し，テレビごとに，登録されている

パックに対してスコアを付与します。例え

ば，テレビ1に登録されているパックI，

J，K，Lに対してスコア1.0を付与します。

次に，テレビ間でパックの登録傾向

の類似度を算出します。例えば，テレビ

1とテレビ2，3，4間で類似度としてコ

サイン類似度を計算すると，それぞれ

0.0，0.7，0.0となります。

最後に，類似度が高いテレビに登録

されているパックを意外性パックとして

推薦します。例えば，テレビ1に対する類

似度が高いのはテレビ3となり，テレビ3

に登録されており，かつテレビ1に登録

されていないパックMとパックNを意

外性パックとしてテレビ1のユーザーに

推薦します。

パック推薦の効果

みるコレの画面上では，習慣性パック

と意外性パックのアイコン画像とパック名

をタイル状に並べて推薦します（図3）。

テレビに対して個別に推薦を行わない

場合，テレビ1とテレビ2に対して，同一

のパックT～Zを推薦します（図3⒜）。

この場合，高視聴率の番組や出演者の

パックを推薦します。

図3⒝は，習慣性パックと意外性

パックを推薦した例を表します。例え

ば，テレビ1に対しては，全テレビに対

して推薦されるパックTに加えて，表1

で選んだ習慣性パックA，B，E，F，表2

で選んだ意外性パックM，Nを推薦し

ます。全テレビに推薦されたパックを

推薦するパックに置き換えます。同様

にテレビ2にはパックT，Uに加えて，

習慣性パックC，D，G，H，意外性パッ

クSを推薦します。

各テレビに異なる習慣性パックと意

外性パックを推薦することで，ユーザー

はよく視聴する番組や出演者のパック

に加えて，興味を持ちそうだが気づいて

いなかったパックを見つけられます。

今後の展望

今後，レグザクラウドサービス「Time-

On」をより魅力的なサービスにするた

め，推薦精度の向上とともに，習慣性

パックや意外性パックが推薦された理

由の表示などインタフェースの改善にも

取り組んでいきます。

図3．習慣性パックと意外性パックの推薦画面の例̶ ユーザーは，よく視聴する番組や出演者の
パックに加えて，興味を持ちそうだが気づいていなかったパックを見つけることができます。
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表1．習慣的に視聴する番組と人物へのスコアの付与例

テレビ名
パックに対するスコア

習慣性パック
A B C D E F G H

テレビ1 1.0 1.0 0.3 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 A，B，E，F

テレビ2 0.0 0.3 1.0 1.0 0.0 0.3 1.0 1.0 C，D，G，H

表2．意外性パックの検出例

テレビ名
パックに対するスコア＊ テレビ1

に対する
類似度

テレビ2
に対する
類似度

意外性
パック

I J K L M N O P Q R S

テレビ1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 0.0 M，N

テレビ2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 － S

テレビ3 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 L

テレビ4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.8 R

＊スコアに下線のあるパックはお気に入り登録パック
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