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株式会社ブックワン，NTT東日本，NTT情報流通プラットフォーム研究所の３社共同
実験として，ブックワンが運営するオンラインブックストア「bk1」
（http://www.bk1.co.jp/）
において，リアルタイムレコメンデーションエンジン「AwarenessNetシステム」を活
用したレコメンドサービスを本年５月から開始しています．AwarenessNetシステムを
活用すると，顧客の興味ジャンル等の個人情報がなくても，アクセス履歴を分析するだけ
で，個々の顧客に応じた商品や情報をリアルタイムにレコメンド（推薦）することができ
ます．

レコメンデーションシステム
とは
現在，多くの企業が商品販売や情報
サービスなどにインターネットを活用し

持できるため，結果としてより多くの収

紹介します．また紹介した商品に対する

益が期待できます．

興味への評価値入力によるフィードバッ

AwarenessNetシステムとは
■従来システムの問題点

クが必要なものや（例えば紹介された映
画や音楽などの商品に対して，「非常に
好き」から「非常に嫌い」までの７段階

ています．しかし，情報提供サイトやEC

一般にレコメンデーションシステムで

評価），サービス提供者側で商品のジャ

サイトが乱立している今日， ただ商品

は，年齢，性別，職業，趣味等の顧客

ンル分けの設定等が必要になるものもあ

や情報を並べているだけのWebサイト

の個人情報，ならびにWeb上の顧客の

に，顧客はさほど魅力を感じないでしょ

動き（アクセス行動）を分析し，顧客

う．顧客に対して均一な情報を提供す

の嗜好に合致した商品や情報を抽出・

ります．さらに，分析結果を基に どの
＊ クロスセル：同一の顧客に関連商品や組み合わ
せ商品を薦め販売すること．

る従来の情報提供形態から，
「顧客」を
「個客」として扱う新しい One to One
マーケティング型の情報提供形態へと変
わりつつあります．

個人情報を基に
各顧客の趣味嗜好を抽出

We bを活用してOn e t o O n e マーケ
ティング型の情報提供を実践する手法
の１つにWebレコメンデーションがあり

オスス

Ａ氏

メ

ます．Webレコメンデーションのイメー
ジを図１に示します．Webサイトを訪れ

メ
ス
ス
オ

意さま等の重要な顧客に限って行われて
いるOne to One型の接客を可能とする

顧客の
個人情報

スメ

オス

た顧客に対して，現実の店舗ではお得
Ｂ氏

手法であり，大量の商品や情報を整理

Ａ氏の情報
Ｂ氏の情報
Ｃ氏の情報

し，顧客の趣味嗜好にマッチした商品や
情 報 をタイムリに提 供 するものです．
Webサイト上で，顧客側は欲しい商品

Ｃ氏

レコメンデーション
システム

をすばやく見つけられる可能性が高まり，
店舗側はクロスセル＊の機会増大につな
がると同時に顧客との良好な関係が維
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図１

Webレコメンデーションのイメージ

Ｒ

顧客にはどのような商品や情報を提供す

しているほかの人たち，すなわち顧

術 (2) というノイズカット技術を用いてい

るか というルール設定が必要なルール

客Ａのアクセス傾向とよく似た傾向

ます．ノイズカット技術がない場合の例

の人たちを抽出します．

を用いて説明します．例えば誰もが購入

ベースのレコメンデーションシステムもあ
③

ります．

その人たちがアクセスしていて，

するベストセラー商品Ｘがあったと仮定

顧客Ａがまだアクセスしていない商

します．すると，ある商品を購入した人

する情報は，顧客が必ずしも最新にして

品や情報を顧客Ａに紹介します．

のほとんどがベストセラー商品Ｘを購入

くれる保証はなく，また②サービス提供

上記手順では，顧客Ａのアクセス傾

しているため，ほかのどの商品ともこの

者側で顧客に関する情報や商品ジャン

向とよく似た傾向の人たちがアクセスし

ベストセラー商品Ｘは相関が高いことに

ルの分類情報あるいはルールを常に最新

ている商品や情報は顧客Ａも興味があ

なります．つまり，この抽出だと，ある

にしておくためにはメンテナンスコストが

る可能性が高い，という点を活用して商

商品を購入したときに，その商品とベス

かかる，という問題がありました．

品や情報を抽出・紹介しています．

トセラー商品Ｘは本当の意味では相関

しかし，①趣味や興味等の顧客に関

■AwarenessNetシステムの特徴

AwarenessNetシステムは，膨大な

が高いわけではないのに，ベストセラー

A w a r e n e s s N e t ( 1 ) は， N T T 情 報 流

数の商品や情報を取り扱うサイトにおい

商品Ｘが紹介されてしまいます．このよ

通プラットフォーム研究所が開発し，

て，リアルタイムで顧客の興味に適した

うな状況は一種のノイズが乗った状態で

NTT東日本が販売するレコメンデーショ

質の高いレコメンデーションを可能とす

あると考えており，AwarenessNetシス

ンエンジンです．

るため，次の３つの特徴を持っています．

テムでは，独自のノイズカット技術を導

AwarenessNetシステムでは，ユー

(1)

アクセス履歴だけで分析が可能

入することで，このような状況を防ぎ，

ザの嗜好を過去の行動というかたちで記

年齢，性別，職業や興味等の顧客の

録し，そのユーザと似たような行動を

個人情報や，商品ジャンルの分類情報

取っているユーザの嗜好情報を基にユー

がなくても，アクセス履歴だけを分析す

(3)

ザの嗜好を推測する 協調フィルタリン

ることで，顧客の興味のありそうな商品

大量の利用者数ならびに大量の商品

グ の技術を応用しています．協調フィ

を抽出し，紹介することができます．こ

数の中から，高速にレコメンドを行うた

ルタリングを使ったレコメンドの基本動

れにより，顧客の個人情報や商品ジャ

めに，①大量のアクセス履歴から解釈で

作として，アクセス履歴から顧客Ａに紹

ンル分類，ルールのメンテナンスが不要

きる情報をメモリ展開可能な「距離順

介する商品や情報を抽出する手順を説

になります．

マップ」という情報に変換を行い，また

明します（図２）．
①

(2)

顧客Ａがアクセスしている商品や
情報を抽出します．

②

抽出した商品や情報にアクセス

ノイズカット技術による高精度な
分析が可能

より顧客の興味に適した高精度なお薦め
商品の抽出・紹介が可能です．
高速なレコメンドが可能

②アクセス履歴分析用のサーバとリアル
タイムにレコメンドを行うサーバを分離

AwarenessNetシステムでは，独自

してサーバの負荷分散を図ることによっ

に開発した選考行動フィルタリング技

て，高速なリアルタイムでのレコメンデー

顧客Ａが
アクセスした商品

顧客Ａと類似した嗜好特性の
顧客たちがアクセスした商品

お薦めアイテムの紹介
アクセス
履歴
顧客Ａ

顧客Ａと類似する嗜好特性のグループ

図２

協調フィルタリングを用いたレコメンドの基本動作
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ションを実現します．

のレコメンデーション機能を組み込むこ

■AwarenessNetシステムのサーバ構成

とができます．

AwarenessNetシステムでは，履歴

■実験目的

構成が基本構成となります．参考とし
て，共同実験におけるサーバ構成概要を
図３に示します．
(1)

履歴管理サーバ

AwarenessNetのAPIを組み込
んだアプリケーション構築，ならび

書籍ECサイトへの適用例

管理サーバ，サービス制御サーバの２台

③

にその試験．
■顧客への提供サービス
bk1サイトでは，従来から顧客に対し

これまで AwarenessNetシステムで

て，キーワードによる書籍検索，ジャン

行ってきた効果測定は，顧客の持つ過

ルによる書籍分類，売り上げTOP10ラ

去のデータを用いた分析だけで，効果を

ンキング紹介，書評による紹介，新刊

するにとどまっていました．今

入荷書籍紹介，話題本の紹介など，顧

析を行います．通常，１日１回定期的

回の共同実験における目的は，実際の

客の利便性を図るさまざまな紹介サービ

にアクセス履歴を取り込み，分析し，レ

商品販売サイトに対してAwarenessNet

スが提供されています．

コメンドする際に利用する距離順マップ

システムを適用・導入することで，どの

今回，AwarenessNetシステムを導

に変換します．構築された距離順マップ

程度売り上げ向上に結びついたかとい

入することで，新たに顧客ごとにパーソ

は次に説明するサービス制御サーバに転

う実践的な観点で効果測定を行い，有

ナライズされた書籍紹介サービスが可能

送されます．

効性を評価することにあります．

になりました．AwarenessNetシステム

推定

履歴管理サーバは，アクセス履歴の分

(2)

また現在開発中の，AwarenessNet

サービス制御サーバ

サービス制御サーバは，実際の顧客の

システムの機能をマーケティング分析に

アクションに対してレコメンドを行いま

応用したマーケティング分析ツールにつ

す．履歴管理サーバから転送された距離

いても，共同実験の中で試行評価して

順マップを用いて，Webアプリケーショ

いく予定です．

ンサーバから送られてくるレコメンデー

■実験システム構築までの作業
次のとおりです（期間は約３カ月）
．

す．その紹介結果がWebアプリケーショ

①

ンサーバ内で HTMLページに反映され

bk1サイト上で顧客に対してどの
ようなレコメンドサービスを提供す

て，実際の顧客側に表示されます．

るかを検討．

Webアプリケーションサーバ上では，

次の２つです（図４）．
①

お薦め紹介サービス：bk1サイト
のトップページ表示時に，個々の顧
客の嗜好に合った商品を紹介しま

実験サービスを開始するまでの作業は

ション要求に対して紹介結果を返しま

を活用して新しく提供されたサービスは

す．紹介件数は３件です．
②

関連紹介サービス：書籍の詳細
内容を表示した際に，該当書籍と
相関の高い書籍を紹介します．こ
ちらも紹介件数は３件です．

これらのサービスにおいて，顧客ごと

①と並行して，実際のアクセス履

にパーソナライズされた情報を提供する

Java API ）を呼び出すアプリケーショ

歴を分析したうえでのAwareness

ためには，個々の顧客を識別する必要が

ンを構築することで，AwarenessNet

Netの適用性検討．

あります．今回，顧客の識別には，bk1

AwarenessNetの API（ C Library，

②

サイトで以前から使われていたCookie
IDを利用しています．
顧客

・トップページ
へのアクセス
・書籍詳細情報
へのアクセス

レコメンドの有効性評価
bk１既存システム
（Webアプリケー
ションサーバ）

・トップページ表示
（お薦め紹介）
・書籍詳細情報ページ表示
（関連紹介）

■紹介パラメータ調整によるクリック率，
アクセスログ

購入率の変化
AwarenessNetシステムでは，レコ
メンドの効果を上げるため，クリック率

・お薦め紹介要求
・関連紹介要求
インター
ネット

や購入率の結果をみながら，Awareness
Netシステムが持つ紹介パラメータを調

レコメンド
結果

整する必要があります．今回の実験で
は，有効な紹介パラメータを探るため，
距離順マップ
サービス
履歴管理
制御サーバ
サーバ
AwarenessNetシステム

①ノイズカットを弱めにしたベストセラー
書籍寄りから，ノイズカットを強めにし
たニッチ書籍寄りまで，ならびに②比較
的最新の履歴を重視するか否かで，下

図３

共同実験におけるシステム構成

記のパターンのレコメンドを行いました．
またランダムに表示した場合も入れて，
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AwarenessNet を利用した
関連紹介
（画面上中央に表示した書
籍と相関の高い書籍を表
示している）
(a)

bk１サイトのトップ画面
（お薦め紹介サービス）

分析・比較をしています． 最新アクセ
ス履歴優先

とは，アクセス履歴中のあ

bk１サイトの画面例

析して判断していくつもりです．

今後の予定

る１レコードを見た場合に，そこから過

レコメンド機能の評価は，bk1サイト

去にさかのぼって期間が近いほど商品間

上での経路やクリック率分析だけでな

の関連が強いことを最優先に重視する，

く，売り上げデータを組み合わせて分析

ということです．

し，どの程度売り上げ向上に結びつい

①

ベストセラー書籍寄り（最新アク

たかという実践的な観点で評価していく

セス履歴優先する場合，しない場合）

予定です．またマーケティング分析機能

②

中間寄り（最新アクセス履歴優
先する場合，しない場合）

③

ニッチ書籍寄り（最新アクセス履
歴優先する場合，しない場合）

④

ランダム表示（ベストセラーの10
位から20位の中からランダムに３件
表示）

本年８月時点では分析に利用したア
クセス履歴が１カ月分と少ないためはっ
きりした結論は出せませんが，最新履歴
を優先しない場合のベストセラー書籍寄
りと，最新履歴を優先した場合のニッ
チ書籍寄りの両極端の場合に購入率が
比較的高くなる傾向がみられました．今
後，長期間の履歴を継続的に詳細に分

書籍の詳細内容表示画面
（関連紹介サービス）

AwarenessNet を利用したお薦め紹介
（顧客ごとにパーソナライズされている）

図４

全７パターンで，クリック率，購入率の

(b)

についても，順次，共同実験の中で試
用し，機能を検証していきます．
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AwarenessNetは，アクセス履歴分析エ
ンジンであり，多様なｅビジネス展開を可
能とするアクセス履歴分析・紹介・配送プ
ラットフォームです．今後は，マーケティ
ング分析ツールを含め，より使いやすい商
品化を目指して開発を進めていきます．
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