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Preface
SIG2D (Special Interest Group on 2D Information Processing; しぐつーでぃー) は，二次元情報処理に強い興味を持つ研究者・技術
者によるグループである．
情報処理技術は二次元の創作活動とその流布に大きく寄与してきた．インターネットと個人ホームページの普及，またその後の
pixiv, ニコニコ動画等の二次元作品投稿サイトの登場により，アマチュアの作家は容易に広く二次元作品を発表できるようになり，
さらに VOCALOID, Miku Miku Dance 等の無料/安価な二次元創作ソフトウェアの普及により，二次元クリエイターの敷居は引き下
げられつつある．その結果，今日のインターネット上には大量の二次元コンテンツが溢れており，人間の大いなる生きる糧となっ
ている．
一方で，流通する二次元コンテンツがあまりに膨大になってきたため，新たな可能性や課題が出てきている．その一例として，イ
ンターネット上の全ての二次元コンテンツの中から，自分好みのコンテンツを高い精度と再現率で巡回するにはどうすればよいか，
という問題が挙げられる．自分のお気に入りの絵師様の新作を追いかけるとしても，一般的にはそのような絵師様は数十人〜数百
人単位で居るため効率性が課題となる．まだ見知らぬ素晴らしい絵師様を探す作業も並行して行わなければならない．より一般的
に，今まで知らなかったかわいい画像を探し出すにはどうすればいいだろうか．これら全てを手動で行うことはとても難しく，結
果として我々は毎日気の赴くままにインターネットを徘徊し，多くの時間を非生産的に過ごすことになっている．
SIG2D は人間の二次元情報処理に関する諸問題を情報技術により解決し，人類がより幸福に非生産的な時間を過ごせるようにな
ることを目標に結成された．
上記の目的を達成するため，SIG2D では年次の研究会を開催し，発表及び意見交換を行っている．本会議録は，2012 年 11 月の
第 1 回会議 (この回の会議録は非公開である) に続いて，2013 年 10 月に京都で行われた第 2 回会議の結果をまとめたものである．
— SIG2D Committee
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ABSTRACT

し，画像を絵画・漫画などの非写真と写真に分類するタスク (以
下，二次元-三次元分類) を扱う．これら非写真の分類は，人間
にとっては判断が容易であり，人間ごとの判別の偏りが少ない
にも関わらず，その判別条件の言語化が難しい．したがって，
このような二次元画像の判別は人間の持つ高度な視覚的情報処
理をよく代表するタスクであると言える．また，非写真は線画・
ラフなどのモノクロかつ輪郭のみの画像や，背景まで彩色のさ
れたキャラクター絵の画像，あるいはいわゆる「アニメ塗り」
に代表されるベタ塗りを多用した画像など，絵により様々に異
なる技法により描かれており，そのために微視的には統一的な
特性が存在しない．このため，どのような素性を用いることで
学習できるかどうかについて，充分な蓄積が今までに存在して
いない状況である．
本研究では，state-of-art な画像判別の技法を，全くもって非
生産的な二次元-三次元分類という高度な情報処理タスクに投
入することで効率的な二次元画像の分類器を作成し，我々ユー
ザーが画像を眺めて悶える時間を更に増加させ，またユーザー
の生産性を更に低下させることを目標とする．
本研究における我々の貢献は以下の通りである：

かわいい二次元画像と写真との峻別は，人間の持つ高度な情報
処理を代表するタスクである．我々は二次元画像と写真のデー
タセットを作成し，機械学習による自動判別を試みた．人力に
より作成した素性を support vector machine (SVM) に与える高
速な手法と，convolutional neural network (CNN) に基づく deep
learning による分類を試した．SVM に基づく判別は 14.2%の誤
判別率，CNN に基づく判別は 5.3%の誤判別率を達成した．

Categories and Subject Descriptors
I.4.8 [Image Processing and Computer Vision]: Scene Analysis;
I.5.4 [Pattern Recognition]: Applications

General Terms
Algorithms

Keywords
feature engineering, support vector machine, convolutional neural
network, deep learning

• 本研究の目的のために，Tumblr のユーザーストリーム及
び ImageNet からそれぞれ二次元画像・三次元画像を集
め，データセットを作成した

1. INTRODUCTION
近年の画像・動画などマルチメディアコンテンツの急速な増
加により，インターネット上でアクセス可能な画像は劇的に増
加した．検索エンジンに代表されるような情報収集システムに
おいては，これらコンテンツを正確に分類し，利用者の要求に
合わせて適切に表示することが求められる．本来であれば，コ
ンテンツに紐付けられたメタデータが適切な分類を与えること
が求められるが，実際にはメタデータが不完全であったり，欠
落していたりするケースが多い．コンテンツについて，利用者
の好みに応じて適切なフィルタリングを行うためには，適切な
データの分類が不可欠である．
こうした分類の推定タスクの中で，本研究ではておくれた三
次元恐怖症のユーザーに二次元画像のみを提示することを想定

• テストデータに出てくるおにゃのこがかわいいことを確
認した
• 画素値のヒストグラムを SVM により分類する手法，及
び Deep Network を用いる手法により，14.2%, 5.3%の誤
判別率で二次元・三次元画像を分類できることを示した
• 貢献ダメです
• 貢献がダメでも大丈夫！

私がいるじゃない！

2 節で既存の関連研究について概括する．3 節で我々の目的
に合致する二次元画像・三次元画像のデータセットを作成する．
4 節で我々の用いた手法を述べ，5 節でその評価を行う．6 節
でまとめを行い，7 節で嫁に感謝する．

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
SIG2D ’13 Kyoto, Japan
Copyright 2013 SIG2D ...¥100.

2.

RELATED WORK

二次元-三次元分類.

Glasberg ら，ならびに Humphrey はビデオ映像に対し，それ
が “cartoon” であるかどうかを判別するタスクを実施した [7,
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8, 11]．Glasberg らはビデオ映像の素性に加え，音声情報も素
性として用い，80%の正答率を持つ cartoon 判別器を作成した．
Humphrey はニューラルネットワークを用いて，training set にお
いて一定の精度 (85%) を示す分類器を作成したものの，validation
set に対しての成績は training set での成績に匹敵せず，正答率
は 64%程度と低調であった．Lee らは画像に対し，それが “art”
であるか，“cartoon” であるか，“photo” であるかの 3 値分類を
行った [16]．素性として MPEG-7 記述子を用い，9 割程度の高
い精度で cartoon とそれ以外を識別したが，art と photo の相互
の判別精度が 8 割未満と比較的低い域に留まった．今回想定と
する Tumblr ストリームにおける二次元クラスは，Lee らの研
究での “art” と “cartoon” を合わせたものである．

非写真のジャンル分類.

Kim らは MPEG-7 記述子を素性として用い，漫画の作者分類
を行い，9 割程度の正答率を示した [13]．Kim らの入力に用い
られた漫画は風刺漫画などであり，残念ながらかわいさが微塵
もないものであった．Ionescu らは “unnatural” な画像を含むビ
デオ映像を，より細かなクラスに分類するタスクを行った [12]．
Hughes らは kurtosis(尖度) に基づき絵画の真贋判定を行った
[10]．

Deep Network.

写真に映されている画像の種別を判定するタスクが，ImageNet
Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) と呼ばれる
コンテストとして，また写真に映された物体の種別と位置を答
えるタスクが Visual Object Challenge (VOC) と呼ばれるコンテ
ストとしてそれぞれ実施されている．Deep neural network に基
づく種々の技法がこれらのコンテストで優秀な成績を収めて
おり，論文執筆時点における state-of-art な技法となっている．
Krizhevsky らは Convolutional Neural Network と，dropout と呼
ばれる過学習回避の学習ルールを用いることで，画像種別の判別
に劇的な改善をもたらした [15]．Goodfellow らは dropout の性
能を改善する maxout と呼ばれるニューラルネットの出力方式を
提案し，MINST, CIFAR-10, CIFAR-100, SVHN でのベンチマー
クにおいて好成績を収めた [9]．Bo らは Multipath Hierarchial
Matching Pursuit を用いて更に改善を試みた．画像を大きめ異
なるサイズのパッチに切り分けた結果を個別に学習し，最終層
の出力を統合することで出力を改善した [6]．

3. DATASET
二次元画像という概念は非写真画像の広範な範囲を指しうる
ものであるが，本研究において我々の興味の対象となるのは主
にかわいい二次元美少女画像であり，非写真画像からのランダ
ムサンプリングでは我々の興味とは外れた画像セットとなる可
能性が高い．そのため，本研究では我々の趣味に合致した二次
元画像セットを作成する必要がある．また，過学習を防ぐため
に，ある程度以上の数の (二次元及び三次元) 画像を集める必要
がある．
そこで，本節では，unyrix-middle というデータセットを以
下のように作成した．

• 二次元画像. unyrix 氏の tumblr [4] に投稿された画像か
ら 6 万枚を収集した．氏は著者らの知る限りで Tumblr で
最も多く二次元画像を reblog しているユーザの一人であ
り，三次元画像の reblog 率は極端に少ない．そのため，多
数の二次元画像を高精度で収集することができる．また，
unyrix 氏の reblog する画像は，大部分がカラー画像であ
り線画等は少数であるという偏りは存在するが，我々の
趣味ともよく合致するので，本研究のためのデータとし
て適している．
• 三次元画像. ImageNet [3] より 2011 年秋にリリースされ
た画像 URL 一覧から flickr.com でホストされている 6 万
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Figure 1: 三次元画像のヒストグラム例
枚の画像を入手した．Flickr は写真共有サイトであるため
に，アップロードされ公開されている画像のほとんどが
風景写真や人物を被写体とした三次元画像である．我々
は三次元には興味はないので，三次元画像に関しては特
に趣味による選別の必要はないため，標準的かつ大規模
なデータセットである ImageNet を用いた．
こうして得られた合計 12 万枚の画像を訓練データセットと
評価データセットに分割した．

• 訓練データセット: 二次元画像 5 万枚, 三次元画像 5 万枚．
• 評価データセット: 二次元画像 1 万枚, 三次元画像 1 万枚．

4.

OUR METHODS

4.1

Histogram SVM

二次元画像と三次元画像で特性が異なると予想される特徴量
として色相，彩度，明度などの分布が考えられる．これは我々
の興味の対象である二次元画像が主に絵画であるため，彩色作
業の関係上，これらの量が偏ると考えられるためである．
そこで手軽に計算できる特徴量として，元画像をグレースケー
ル化した画像の明度ヒストグラムを計算，可視化し観察してみる
ことにした．具体的には，元画像を 256 階調のグレースケールに
変換した上でそれぞれの階調の出現頻度 f (i)(i = 0, 1, 2, . . . , 255)
を計算し，さらに最も頻度の高い階調について正規化を行い
h(i) = f (i)/ max j f ( j) とした．
後述するデータセットから実際に h(i) を計算し，横軸に i, 縦
軸に h(i) を取り可視化したものが図 1, 2 である．
これらのヒストグラムから以下の様な特徴が観察される:

• 三次元画像の方が明度が比較的均等に分布しており，結
果としてヒストグラムの面積が大きくなっている．
• 三次元画像の方が明度分布が比較的なめらかである．二
次元画像はしばしば明度が特定の階調に集中しており，ヒ
ストグラムにピーク点が多い．

定の物体のみを切り出した小画像ではなく，不定形でそ
れなりに大きい (概ね長辺 500 ピクセル以上)．

• CIFAR-10 タスクでは写真画像が対象であるが，本研究の
タスクでは写真に加え二次元絵画が対象である．
予備実験の結果，「画像全体を短辺が S ピクセルになるように
縮小し，中央の S × S ピクセルを切り出す」という方法で十分
な判別精度が得られたのでこの方法を用いる．
次に，cuda-convnet に入力する画像サイズ S × S を表すパ
ラメータ S を定義する (CIFAR-10 用の実装を再利用する都合
上，縦横比は 1 : 1 とした)．CIFAR-10 では S = 32 であったが，
前処理方法同様，本タスクにおいては S の値の再検討を行い，
異なる S の値に対して実験を行う．cuda-convnet による異な
る S の値に対する判別精度については後に評価実験において示
すが，ここで図 3 に，表紙画像を異なる S で前処理した時の画
像を示し，人間の専門家による判別について論じる (但しここ
に示すのは「画像全体を短辺が S ピクセルになるように縮小」
のみしたもので，
「中央の S × S ピクセルを切り出す」は適用さ
れていない)．

• S = 8(図 3(a)) からでは，心の眼を以ってしても判別は困
難であると考えられる．
Figure 2: 二次元画像のヒストグラム例

• S = 16(図 3(b)) になると，人物の影として認識できるよ
うになり，心の眼を使えば眼，スカート，絶対領域など
が視認できる．

このことから，明度ヒストグラムが二次元-三次元を区別する
特徴量として用いることが出来ると予想される．そこで，h(i)
そのものと，h(i) をソートしたもの h′ (i) を並べた 512 次元の
実数ベクトルを Support Vector Machine (SVM) に入力し学習さ
せ，二次元-三次元判別を試みた．

• 更に S = 32(図 3(c)) になると，心の眼を用いずともこれ
らが明らかに視認できるようになり，更にアホ毛も確認
できる．いぬみみ・しっぽも (髪飾り等である可能性は排
除できないかもしれないが) 確認できるかもしれない．
• S = 64, 96(図 3(d)，3(e)) になるとほぼ画像が把握できる
ようになり，認識としても「普通の画像，但し解像度が
低いためドットが見える」というモードに移行する．

4.2 Convolutional Neural Network

本節では，cuda-convnet ライブラリ [5, 15] を用いて，画像
次元判別を行う方法を提案する．cuda-convnet ライブラリは，
Krizhevsky らによる Convolutional Neural Network の CUDA 実
装であり，ILSVRC 2012 コンテスト [2] での画像種別判別におい
て最高精度を達成した [14] ものである．サンプルとして CIFAR10 [1] の画像判別タスク用の Convolutional Neural Network の
設定ファイル (ネットワークトポロジ及び学習係数などのパラ
メータ) が付属している．ILSVRC 2012 も CIFAR-10 も，共
に写真画像の種別判別を行うタスクであり，CIFAR-10 の入力
画像は 32 × 32 ピクセルのフルカラー画像である．本節では，
cuda-convnet ライブラリを画像次元判別タスクに適用するに
あたって，以下の点について検討を行う．

• フル改造度 (図 3(f)) になると，線のなめらかさやしっぽ
のもふもふ感，髪飾りなどの細部まで認識できるように
なり，閲覧者の幸福度が増す．
次に，Convolutional Neural Network の構成及びパラメータで
あるが，これは付属の設定ファイルを元に予備実験を行った結
果，CIFAR-10 用の Convolutional Neural Network 構成ファイル
として付属している

example-layers/layers-conv-local-11pct.cfg
(ネットワークのトポロジを定義するファイル) 及び
example-layers/layer-params-conv-local-11pct.cfg
(学習係数などを定義するファイル) を元に，以下の変更を行っ
て用いた1 ．

• 画像の前処理方法 (正方形固定サイズ画像への変換方法)
• 画像サイズ (どの程度のピクセル数が判別に必要であるか)

• 出力クラス数を 2 に変更した (
layers-conv-local-11pct.cfg の 91 行目を outputs=10
から outputs=2 に変更．CIFAR-10 は 10 クラス判別の
ためこの値が 10 になっているが，今回は二次元・三次元
の 2 クラス判別のため 2 に変更)

• Convolutional Neural Network の構成及びパラメータ
まず，前処理方法を検討する．画像を cuda-convnet ライブ
ラリで処理するためには，まず固定サイズの画像に変換する必
要がある．これは，画素 1 つが Neural Network の入力層の 1 ユ
ニットに相当し，Neural Network の構成自体は固定であるため
である．本研究の対象とする二次元画像は，CIFAR-10 と比較
して以下の違いがあるため，この画像の前処理方法についての
検討を行う必要がある．

• 学習係数 epsW, epsB を全てそれぞれ 0.01 倍した (元のま
までは場合によって値が inf (無限大) に飛ぶことがあった
ため)
この他，実装上以下のことを行った．

• データ形式は組み込みのデータプロバイダ cifar を拡張
したものを用いた．これは，画像サイズ S が可変である
ことを除いてオリジナルのものと本質的に同一である (メ
モリ使用量を削減するなどの最適化は行った)．

• CIFAR-10 タスクは “airplane”，“cat” などの物体が判別す
べきクラスとなっており，画像もそれらの物体が映って
いる部分のみを切り出してきたものである．一方，本研
究のタスクでは，判別すべきタスクは「二次元」
「三次元」
という特定物体に依拠しないクラスであり，元画像も特

1 ファイルはすべて
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revision 562 時点のものを用いた．

(a) S = 8

(b) S = 16

(c) S = 32

(d) S = 64

(e) S = 96

(f) 元画像

Figure 3: 解像度の違い
• 訓練データは 80 バッチに分割し，テストデータは分割せ
ず 1 バッチとして計 81 バッチを入力として用いた．サン
プルとして公開されている CIFAR-10 の cuda-convnet
用のデータでは，訓練データ・テストデータはそれぞれ
5，1 バッチであるが，予備実験において分割バッチ数を多
くした方が学習が速く進んだため分割数を大きく取った．
これらの予備実験及びパラメータチューニングは，(以上の
ような比較的簡単な変更で高い精度が得られたこともあり) そ
れほど網羅的には行わなかった．

• 画像処理ライブラリ: Python Imaging Library 1.1.7
• SVM ライブラリ: libsvm 3.12
libsvm の学習パラメータは以下のように設定した．
• SVM タイプ: C-SVM
• カーネル: 線形カーネル
• 許容誤差: 0.001

5. RESULTS AND DISCUSSION

本節では，3 節で作成した unyrix-middle データセット自
体の評価を行ったあと，4 節で述べた手法の評価を行う．

5.1 Evaluation of Dataset Quality

unyrix-middle データセットにおいては，unyrix tumblr から
無作為に画像を収集して二次元画像とした．本節ではまず，そ
れらの画像がどの程度実際に二次元画像であるかを検証する．
我々は，unyrix-middle データセットの二次元画像のうち，
5.3 節において，CNN により三次元画像であると誤判別された
画像を主に，目視による検査を行い，以下のような三次元画像，
及び二次元画像と三次元画像の境界例とも考えられる画像を抽
出した．
• 三次元女性の写真画像

学習に用いた訓練データセットのサイズと評価データセット
に対する誤判別率の関係を表 1 に示す．(test), (train) とあるの
はそれぞれ評価データ上，訓練データ上での誤判別率である．
全訓練データセット (サイズ 100000) を使った時の評価データ
上での誤判別率は 14.2% となった．

5.3

Results for CNN method

cuda-convnet の実行においては Fermi 世代以降の CUDA 対
応 GPGPU 環境が必要であるため，以下の環境で実行し評価を
行った．

• GPU: NVidia GTX 660 Ti
• OS: Ubuntu Server 12.04.3 LTS
• CPU: Intel i5-4670 (3.40GHz)

• フィギュアの写真画像

• Memory: 12GB

• 二次元絵のポスター・パネル等の写真画像
その結果，805 枚の画像を抽出した．これは二次元全体の 1.3%
に当たる．自動的に収集できるデータソースとしては十分低い
混入率であると考える．
また，unyrix-middle データセットの二次元画像・三次元画
像ともに，類似する画像が含まれている．32 × 32 画像に縮小し
た結果上で画素値差が 1 より大きいピクセルが 50 ピクセル以
下である画像をグルーピングすると，5092 種 11708 枚あった．
後述する CNN による学習 (S = 32) をこれらの画像を取り除
いて行ったが，精度はごくわずかに改善したのみであったため，
以後の評価においては全ての画像をそのまま用いた．

5.2 Results for histogram SVM method
評価に用いたソフトウェアの構成は以下の通りである．

• OS: Debian GNU/Linux 7.1 (wheezy)

判別に必要なピクセル数を評価するため，画像サイズパラメー
タ S = 8, 16, 32, 64, 96 のそれぞれについて学習を行った．また，
色情報が判別に与える影響を評価するため，元画像をそのまま
カラー (RGB 3 チャンネル) で学習した時と，グレースケール
変換 (1 チャンネル) したものを学習した時とを比較した．いず
れも各チャンネル 256 階調である．学習世代数 (cuda-convnet
における epochs) は 286 世代とした．この値は評価データ上で
の誤判別率の変化が小さくなるのを確認して適当な値を取った．
表 2 にその結果を示す．(test), (train) とあるのはそれぞれ評
価データ上，訓練データ上での誤判別率である．実行時間は
cuda-convnet での 286 世代の学習に要した時間の概算であ
り，画像の前処理，データセットの作成などの時間は含まれて
いない2 ．
図 4 に S = 32 (32 × 32 ピクセル)，カラーの時の学習曲線を
示す．横軸は学習世代数，縦軸は誤判別率である．黒線 (変動
2 途中中断してから再開したりしているため，この実行時間の
値は多少不正確である．

• プログラミング言語: Python (CPython 2.7.3)
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Table 1: ヒストグラム SVM における訓練データサイズと誤判別率の関係
訓練データサイズ
誤判別率
(test) (train)
1000
16.0% 16.0%
2000
15.6% 15.5%
5000
14.8% 14.8%
10000
14.4% 14.5%
20000
14.4% 14.4%
50000
14.2% 14.2%
100000
14.2% 14.2%

Table 2: CNN における画像サイズと誤判別率の関係
画像サイズ
カラー
グレイスケール
誤判別率
実行時間
誤判別率
実行時間
(test) (train)
[時間]
(test) (train)
[時間]
8×8
7.6%
7.0%
0.4 11.3% 11.4%
0.4
16 × 16
6.1%
4.9%
1.3
9.2%
8.5%
1.2
32 × 32
5.6%
4.7%
4.8
8.2%
7.2%
4.4
64 × 64
5.3%
4.0%
19.1
7.4%
5.9%
17.7
96 × 96
5.9%
4.1%
44.0
7.0%
5.9%
39.9

能であると推察される．
より高度で痴的な情報処理，例えばユーザーの好みを反映す
るかわいい-とてもかわいい分類などの分類タスクを実現でき
るかは未知数である．「とてもかわいい」の基準はユーザーに
よって任意性を持つため，このような分類を実用的な件数で行
うには，おそらく協調フィルタリングなどの技術との組み合わ
せが必要であろう．
本研究においては，二次元-三次元分類器を作成した．この分
類器の Tumblr bot やシステム化などは本研究の範囲を超える．
システムの構築と評価においては，ユーザーの生産性の低下を
定量的に示すことが課題となるだろう．

6.

Figure 4: S = 32，カラー画像の時の学習曲線

CONCLUSION

本論文では，Convolutional Neural Network を用い，二次元三次元判別タスクを 14.2%，5.3%の誤判別率で判定する判別器
をそれぞれ作成した．また，学習及び評価のために，高精度か
つ十分なデータ量を持つ二次元・三次元画像データセットを作
成した．貢献がダメであることを示し，私がいるから大丈夫で
あることも示した．

が激しいため太い帯のように見える) は訓練データ上，灰線は
評価データ上の誤判別率をそれぞれ示す．30 世代 (1 時間程度)
で評価データ上の誤判別率が 7.5% になり，その後ゆっくりと
5.6% まで下がる．

7.

5.4 Discussion
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ヒストグラムも充分な特徴を持つが，特に凝った絵画での判
別に難がある．
Humphrey らの研究では validation set での成績が training set
に比べ著しく悪化する傾向が見られ，過学習が認められた．こ
れに対し，本研究での CNN による学習結果ではそのような傾
向は見られなかった．これは dropout が適切に平均化効果をも
たらし，過学習を防止した効果によるものと考えられる．また，
このことから，今回用いたデータセットのサイズが本手法の汎
化に十分であることも分かった．CNN は高い精度を示したが，
三次元を完全に捨て去るには不十分であるとも考えられる．ま
た，CNN において今回用いた画像の前処理方法だと線のタッ
チなどの微視的な特徴量は取れない．これらの特徴はより高度
なタスクには重要であると考えられるので取り入れたい．
本研究において二次元-三次元クラス分類の可能性を示した
ことで，より広範なクラス分類タスクについてもその応用が可
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Getting Started with OpenCV on Scala
Scala で使いはじめる OpenCV
MAYAH
@mayahjp
ABSTRACT

本論文では，OpenCV[1] をインストールするところから始ま
り，Scala での利用の仕方，カメラの利用，顔認識，さらに得ら
れた顔を全て音無小鳥に書き換えるところまでを解説する．

OpenCV は，コンピュータビジョンのライブラリである．この
ライブラリは様々な言語から使うことができ，顔認識や動き検
出を手軽に行うことができる．本論文では，OpenCV を Scala
で使い始め，認識された顔を全て音無小鳥に書き換えるところ
までを解説する．

2.

OPENCV のコンパイル

まず，OpenCV を Scala で使えるようにコンパイルしよう．
Scala は Java のライブラリがそのまま使えるため，Java で動く
ように OpenCV をコンパイルする必要がある．本論文執筆時点
では，バージョン 2.4.7 が最新であったので，これを利用する．
このバージョンは，Java がインストールされていれば特に設定
をしなくとも Java バインディングを生成でき，非常に手軽に
コンパイルできる．
今回は，Mac OS X 10.9 Mavericks でのコンパイル方法を説
明するが，他の OS でもほとんど同じである．

1. イントロダクション

近年1 ，三次元世界に住む我々にとって最も待ち望まれてい
るのは，二次元世界との交流である．
かつて，人類はより広範な領土を求めて旅をし，経済を発展
させてきた．代表的なものはコロンブスによる新大陸への上陸
である．現在人類は，地球という大地に飽きたらず，火星にも
進出しようとしている．
しかし，すぐそこにある２次元空間には未だに手が届かない
でいる．一部のニューエイジ [3] な人類どもは，地球が高次元化
するとして，アセンションという概念を提示している．ニュー
エイジどもには勝手に高次元へ旅立ってもらいたい．しかし，
the rest of us としての我々が求めているのは，アセンションで
はない．デセンション，すなわち低次元化なのだ．
我々と二次元空間は，画像を通してしかやりとりができない
でいる．これまで，二次元と三次元の間の障壁を，より小さいも
のにする試みは様々行われてきた．これには主に二つの方向が
ある．一つは，二次元空間を三次元空間により自然な形で持っ
てくる方法，もう一つは，我々が二次元空間により自然な形で
没入する方法である．
二次元を三次元へ持ってくる方法としては，透明スクリーン
を用いたものがある．二次元の天使である初音ミクは，SEGA
らによって，何度かこの方法で我々の前に現れた [2]．
三次元世界から二次元へ行く方法としては，ヘッドマウント
ディスプレイのような機器を用いる方法がある．
しかし，いずれの方法を用いても，画像処理を行うことでし
か二次元空間と交流することはできないのは明白である．そこ
で，本論文では，誰もが画像処理の第一歩を踏み出せるように，
便利な画像処理ライブラリである OpenCV の使い方について解
説する．

2.1

ダウンロードとインストール

OpenCV は，http://opencv.org/から入手することができ
る．Windows, Linux, Mac, Android, iOS それぞれの版がある．
Linux 版と Mac 版は同じものである．適切なものをダウンロー
ドし，適当な場所に展開する．今回は，˜/opencv-2.4.7 以下に展
開されたものとする．まず，そのディレクトリに移っておこう．

$ cd ~/opencv-2.4.7
バージョンはもちろん時期によって異なるので，適切に読み
替えていただきたい．
次に，OpenCV をコンパイルする．英語ではあるが，公式の情報
は http://docs.opencv.org/doc/tutorials/introduction/
desktop_java/java_dev_intro.html にあるので，必要に応
じて参照して欲しい．
Mac で cmake をインストールするには，MacPorts などを使
うのが簡単だ．必要ならば，

$ sudo port install cmake
としてインストールする．Linux であれば，apt や yum を使え
ばインストールできる．
cmake がインストールされていれば，Makefile を生成するの
は簡単である．単に cmake . とコマンドを打ち込めば良い．た
だし，この方法ではソースと出力結果が同じディレクトリに混
じってしまう．適当にディレクトリを掘って，その中でコンパ
イルするほうがオススメである．よって，次のようにする．

1 近年から始まる論文は糞だというが，この論文は糞論文なの
で近年から始めても問題がなかろう．

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake -DBUILD_SHARED_LIBS=OFF ..

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
SIG2D ’13 Kyoto, Japan
Copyright 2013 SIG2D ...¥100.

ここで，-DBUILD_SHARED_LIB=OFF をつけておくと，ライブ
ラリがスタティックライブラリとなる．こうすることで，ライ
ブラリのサイズは大きくなるが，他の OpenCV ライブラリに依
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存しないライブラリが出来上がる．Java バインディングを使う
ためにはこの方が便利なので，つけておくこと．
さて，これで必要な Makefile が生成された．cmake の出力結
果をよく見て，To be built と書かれたところに，Java が含まれて
いることを確認する．もし Java が含まれていなければ，システ
ムに Java がインストールされていない，Java にパスが通ってい
ないなどの原因が考えられる．その場合，環境変数 JAVA_HOME
を適切に設定し，もう一度 cmake を実行する．
出力結果が正しそうであれば，実際に make を行う．コンパ
イルにはそこそこの時間がかかるので，-j オプションをつける
のがオススメである．これで，並列コンパイルすることができ，
コンパイル時間が一気に短縮する．なお，-j に渡すオプショ
ンは，自分のマシンのコアと同じぐらいの数を渡すのが良い．

$ make -j8
コンパイルが終わったら，

$ sudo make install
によってインストールを行う．
これによって，Mac では/usr/local/share/OpenCV/java 以下に，
libopencv_java247.dylib というファイルと opencv-247.jar とい
うファイルがインストールされているはずである．Linux で
は，.dylib ではなく，.so になっているであろう．

object Main {
def main(args: Array[String]) {
println(System.getProperty("java.library.path"))
System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME)

}

}

println("OK")

このソース中の，System.loadLibrary() の呼び出しは，ネイ
ティブのライブラリを読み込むために必要だ．OpenCV は，基本
的に C++言語で書かれたライブラリなので，JVM から OpenCV
を呼び出すためにはこの記述が必要となる．それ以外の部分は
確認のための情報なので，エラーがでたら java.library.path が
きちんと設定されているかどうかを確認して欲しい．今回の場
合，/usr/local/share/OpenCV/java が含まれているかどうかを確
認して欲しい．
この状態で，sbt を用いて，このアプリケーションを実行し
てみよう．

$ sbt run
うまく実行できると，

[info] OK
という表示が出ていることが確認できるはずだ．
これで，OpenCV を使う準備ができた．

3. 空のアプリケーションを作る
インストールした OpenCV を用いて，実際にアプリケーショ
ンを作成していく．このアプリケーションは，~/FaceDetector
に作るものとする．今回は，ビルドシステムとして，Scala で
はおなじみの sbt を用いる．
まず，このディレクトリに，build.sbt というファイルを作り，
次の内容を記述する．

name := "FaceDetecter"
fork := true
version := "0.1-SNAPSHOT"

4. カメラの画像を表示する
次は，カメラを認識し，それを画面に表示するところまでを
行う．
カメラは，org.opencv.highgui.VideoCapture クラスを介して
アクセスする．val videoCapture = new VideoCapture(0)
とすることで，デフォルトのカメラを得ることができる．最近
の Mac であれば，画面の上に iSight カメラが内蔵されており，
このカメラを得ることができるはずだ．
カメラから画像を得るには，VideoCapture クラスの read メ
ソッドを呼ぶ．read メソッドには，Mat というクラスを渡す．

val mat = new Mat()
videoCapture.read(mat)

libraryDependencies ++= Seq(
)

Mat は，Matrix の意味で，OpenCV の基本的なクラスである．
Mat は画像データ以外にも様々なデータを保持するために使わ
れる．
なお，カメラから画像が毎回読まれるとは限らない．CPU が
十分に高速であれば，カメラが次の画像を生成する前に videoCapture.read() を読んでしまうことがあるからだ．mat に画像が
読み込まれたかどうかは，empty メソッドを呼んで確認するこ
とができる．empty メソッドが真を返せば，カメラから画像が
読み込めなかったことを意味する．

javaOptions in run ++= Seq(
"-Djava.library.path=" +
System.getProperty("java.library.path") +
":/usr/local/share/OpenCV/java"
)
fork := true は，実行時に jvm を fork するための設定であ
る．また，javaOptions in run 以下は，java.library.path を設
定するためのものである．ここは，libopencv_java247.dylib が
存在するパスを指定すること．ここで，java.library.path を設定
しておかないと，後で実行時に java.lang.UnsatisfiedLinkError と
いうエラーが発生するので注意する必要がある．
次に，lib というディレクトリを掘り，そこに/usr/local/share/
OpenCV/java/opencv-247.jar をコピーする．sbt では，lib ディレ
クトリ以下の jar ファイルを全て読み込んでくれる．
最後に，src/main/scala というディレクトリを掘り，ここに
ソースを記述していく．Main.scala というファイルをそのディ
レクトリの中に作り，次のように記述しよう．

if (mat.empty()) {
// mat is empty.
}
Mat は，OpenCV で扱いやすくするための形式なので，その
ままでは画面に表示するのには一手間かかる．そこで，Mat を
BufferedImage に変換する方法を示す．
Mat は，複数チャンネルのデータを保持することができる．
グレースケールであれば 1 チャンネル分，フルカラーであれ
ば 3 チャンネル分のデータが含まれている．何チャンネル分の
データが含まれているかは，channels メソッドによって取得す
ることができる．

import org.opencv.core.Core
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また，Mat は，get メソッドを呼ぶことで Array[Byte] に変換
することができる．普通のカメラはフルカラーなので，こうし
て得た配列には，3 チャンネル分のデータが含まれていること
になる．OpenCV では，この配列に，BGR の順番で色データ
が含まれている．RGB の順ではないことに注意していただき
たい．
BufferdImage は，getRaster でイメージデータに直接アクセス
できるようになる．そこに，RGB に変換したデータを設定す
れば良い．

次のように記述することで，正面から見た顔を，detectedFaces
変数に得ることができる．

val pathToFrontalFace =
"/usr/local/share/OpenCV/lbpcascades/" +
"lbpcascade_frontalface.xml"
val faceDetector =
new CascadeClassifier(pathToFrontalFace)
val detectedFaces = new MatOfRect()
faceDetector.detectMultiScale(
webcamImage, detectedFaces)

private def matToBufferedImage(matrix: Mat):
Option[BufferedImage] = {
val cols = matrix.cols
val rows = matrix.rows
val size = matrix.elemSize.toInt
val data = new Array[Byte](cols * rows * size)

ここで，detectedFaces は MatOfRect という，これまた OpenCV
で使われるクラスになっている．このままでは Scala で利用す
るのが難しいが，toArray() を呼ぶことで配列に変換することが
できる．
次のように記述することで，顔認識した顔一覧を，BufferedImage に枠として表示することができる．

matrix.get(0, 0, data)
val bufferType = matrix.channels() match {
case 3 =>
convertBGRtoRGB(data)
BufferedImage.TYPE_3BYTE_BGR
case _ =>
// 実装していない
return None
}

}

detectedFaces.toArray().map { rect =>
Core.rectangle(
webcamImage,
new Point(rect.x, rect.y),
new Point(rect.x + rect.width,
rect.y + rect.height),
new Scalar(0, 255, 0));
}

val image =
new BufferedImage(cols, rows, bufferType)
image.getRaster().setDataElements(
0, 0, cols, rows, data)
Some(image)

private def convertBGRtoRGB(data: Array[Byte]) {
def loop(i: Int): Unit = {
if (data.length <= i)
return
val b = data(i);
data(i) = data(i + 2)
data(i + 2) = b
}
}

loop(i + 3)

loop(0)
Figure 1: 顔認識をした結果

あとは，得た BufferedImage を，適当に画面に表示すること
で，カメラから得た画像を表示することができる．

5. 顔認識を行う

6. 顔を音無小鳥に変換する

カメラが使えるようになったので，実際に顔認識を行う．
OpenCV での顔認識は，org.opencv.objdetect.CascadeClassifier
クラスを用いて行うことができる．CascadeClassifier は，予め
学習したデータを用いて，画像の中から特徴ある部分を見つけ
出すものである．OpenCV では，lbpcascade_frontalface.xml が，
正面から見た顔を学習したものであり，これを用いるのがてっ
とり速い．本論文のとおりに OpenCV をインストールしたなら
ば， /usr/local/share/OpenCV/lbpcascades/
lbpcascade_frontalface.xml にインストールされているはずであ
る．

ここまでできれば，後は顔を変換して表示することは簡単で
ある．
OpenCV の上で顔を合成することは難しいので，Java の BufferedImage の上で合成すればよい．具体的には，読み込んだ音無小鳥
の顔イメージを kotoriBufferedImage とすると，上記のソー
スコード上の Core.rectangle の次に，次のコードを追加する．

bufferedImage.getGraphics().drawImage(
kotoriBufferedImage,

9

rect.x, rect.y, rect.x + rect.width,
rect.y + rect.height, 0, 0,
kotoriBufferedImage.getWidth(),
kotoriBufferedImage.getHeight(), null)
実際にこの画像を表示させると，図 2 のようになる．

Figure 2: 顔認識をし，顔を音無小鳥に変換した結果
この機能を Google Glass のようなものに埋め込めば，全ての
通行人を音無小鳥に変換することも夢ではない．
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ABSTRACT
我々は Erogamescape にあるギャルゲーの評価値を元データとし
て，協調フィルタリングに基づくゲーム推薦を試みた．本研究で
はギャルゲー推薦アルゴリズムの評価のためのデータセットを作
成し，アルゴリズムとして Singular Value Decomposition(SVD)
を用いることで，ユーザーの嗜好を反映したゲームの推薦を
試みた．SVD を用いることで自明なアルゴリズムであるユー
ザー・ゲームごとの平均点に基づく推薦を 7.8% 改善した．

Categories and Subject Descriptors
H.3.m [Information Storage and Retrieval]: Miscellaneous; I.5.4
[Pattern Recognition]: Application

General Terms
Recommendataion

Keywords
協調フィルタリング, Singular Value Decomposition, 推薦シス
テム

1. INTRODUCTION

自分の性癖^H^H ツボをついたゲームの発掘は，発売日に特
典と共に購入する紳士タワー (定価 9240 円) の建設と並び，人
類の栄光ある知的活動の一つである．だめゲームは多様な性癖
^H^H ユーザーの嗜好を反映するため，一般的なゲームと同じか
それ以上にユーザーによる点数のばらつきが激しくなると考え
られる．鬱ゲーが大好きな人に萌えゲーを推薦しても，不幸を
呼び悲惨な結果にしかならない．またひんぬー教徒にボリュー
ムのある)≡(ゲームを推薦すると，宗教の争いから第三次世界
大戦が勃発する．醜い争いが起きないようにするには，同好の
士の間での評価をまとめてその人に提示し，対立する属性の人
間に不適切なゲームを推薦しない，そんな推薦システムが必要
だ．そのようなシステムは協調フィルタリングと呼ばれ，既に
Amazon 大先生などで時々お茶目な提案をするプログラムとし
ての実績がある．
本研究では，人とゲームのペアに対し，適切な評価点を予測
することを目標とする．これは，ゲームの推薦のためには，人

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
SIG2D ’13 Kyoto, Japan
Copyright 2013 SIG2D ...¥100.

と全ゲームのペアに対し適切な評価点を予測し，評価点の高い
ものを答える必要があるためである．実データでの評価値を用
いて，これらの予測点の妥当性を評価する．

2.

RELATED WORK

Netflix prize[4] ではビデオに対するユーザーの評価を当てる
コンテストが行われた．Netflix prize はビデオ番号，ユーザー番
号，評価投稿日時と時刻，そして評価値の情報だけから構成さ
れた評価データのうち，いくつかの欠損値を当てるものである．
このコンテストは大規模データに対する協調フィルタリング技
術の見本市であった．Netflix prize の上位受賞者の戦術は，多数
の判別器を組み合わせて boosting を行う，というものが主流で
ある．2008 年 Netflix Prize 優勝の BellKor チーム [1]，準優勝
となる The Ensemble チーム [2] は，多数の判別器の重みつき和
により評価を出力した．上位チームの主な判別器には，Singular
Value Decomposition (SVD), Non-Negative Matrix Factorization
(NNMF), k-Nearest Neighbour (kNN), Restriscted Boltzmann Machine (RBM) 等がある．

3.

OUR METHODS

本稿を通じ，次のような記法を用いることとする．ユーザー
を表す添字に u, v，ゲームを表す添字に g, h を用いる．評価点を
Sug として表す．評価点が存在するユーザー 1 ≤ u ≤ U とゲー
ム 1 ≤ g ≤ G の組を K として表す．(u, g) ∈ K の時，評価点
が存在する．表記を簡潔にするため，ユーザー u の総評価数を
nu ，ゲーム g の総評価数を mg と表す．全評価の数を N = |K |
とする．

3.1

Definition of Score

平均二乗誤差 (root mean square error; RMSE) を次のように定
義する．

RMSE =

√

∑(u,g)∈K (Ŝug − Sug )2
.
N

(1)

ここで，Ŝug はユーザー u，ゲーム g の評価の予測値である．
RMSE は予測値からのずれの二乗平均であり，一箇所でも大
きなスコアのずれが生じると大きなペナルティが生じることか
ら，全てのスコアを平均的によく当てる予測が求められること
になる．

3.2

Baseline Algorithm

ベースラインとなるアルゴリズムとして，平均点に基づき推
薦を行うアルゴリズムを作成した．スコアの予測値 Ŝbase,ug は
次のように表される．
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∆S̄u = n−1
u

∑

Sug − S̄,

(3)

∑

Sug − S̄,

(4)

∑

Sug .

(5)

(u,g)∈K

∆S̄g = m−1
g

(u,g)∈K

S̄ = N −1

13.0
12.8
12.6
12.4
12.2
12.0
11.8

(2)

RMSE

Ŝbase,ug = S̄ + ∆S̄u + ∆S̄g ,

(u,g)∈K

S̄ は全ユーザーの評価値の平均，∆S̄u はユーザー u の評価の平
均点の全ユーザーの評価の平均点からのずれ，∆S̄g はユーザー
g の評価の平均点のずれを表す．このアルゴリズムは，全ユー
ザーにとってきわめて平均的なスコアを返す．特に，ユーザー
に対するゲームの推薦としてみた場合に，全てのユーザーにとっ
て推薦されるゲームが同じ（平均点が高いことだけが重要）で
ある，というモデルとなる．

5

13.0
RMSE

12.6
12.4

(6)

12.2

ここで，V は U × K サイズの行列，W は K × G サイズの行列で
あり，K は K ≪ U ，K ≪ G を満たす．このモデルの下で RMSE
を最小化することで，適切な評価点を近似する．S ≈ VW が成
立する際には任意の実数 k に対し S ≈ (kV )( 1k W ) が成立するた
め，このままでは無限に解が存在し最適化が安定ではない．こ
れを防ぐために，最適化の際には正則化項を加える．最終的な
最適化関数 L (V,W ) は以下の通りとなる．

12.0

(
)
∑(u,g)∈K (Ŝug − Sug )2
+ λ ∥V ∥2F + ∥W ∥2F .
(7)
N
[ (
)]1/2
ここで，∥X∥F = tr X T X
は行列の Frobenius ノルムであ
り，要素の二乗和の平方根で表される．
RMSE の最小化は stocastic gradient descent(SGD) 法により実
施する．SGD 法は勾配法に確率的最適化法を組み合わせたも
ので，項の総和を最適化するかわりに，項のランダムサンプル
に対して最適化を行うものであり，一定の条件の下で確率的に
最適解へ収束することが知られている．詳細は文献 [7] などを
参照されたい．
L =

4.1

20

12.8

SVD を使った推薦では，評価点分布 Sug を，評価が存在しな
い場所にもスコアがある密行列であると考え，これが低ランク
の行列で近似できると仮定する．[6]

4.

15

Figure 1: 学習の進行に伴う RMSE の変化例．横軸は SGD の
1 ステップ (epoch)，縦軸は訓練データセットから算出された
RMSE を示す．

3.3 Singular Value Decomposition (SVD)

S ≈ VW.
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Epoch

RESULT AND DISCUSSION
Dataset and Evaluation Settings

ユーザー評価投票サイトである Erogamescape[3] のデータを
利用した．本サイトでは，ユーザーが自由に評価を投稿できる
仕組みとなっており，評点は 0 から 100 点までの自由採点式で
ある．本研究では Erogamescape から 2013 年 11 月 30 日にダ
ウンロードしたデータセットを元に解析を行った．5 本未満の
ゲームについてしか評価点を記入していないユーザーは，協調
フィルタリングでの予測が困難であることからデータセットか
ら除外した．評価数の少ないユーザーを除いたあとのスコアの
総登録件数は 685,956 件，ゲーム本数は 14,119 本，ユーザーは
12,391 名であった．
データセットはユーザーをランダムに半分に分割し，片方
を訓練データ，もう片方を検証データとした．検証データのう
ち，ユーザーごとにゲームの 20%（端数切り捨て）を最終的な
RMSE の計算に用い，残りを検証ケースでの学習用に用いるこ
ととした．このデータセットで baseline algorithm は RMSE 値
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Figure 2: RMSE の正則化項の変化による分布．横軸は正則化
項 λ の値を，縦軸は訓練データセットから算出された RMSE
を示す．横軸は対数グラフである．グラフでは同一パラメータ
での 5 回の学習結果を平均して表示している．エラーバーは標
準偏差を表す．
12.692 を得る．この値をベースラインとして，SVD を用いる
ことで推測値を改善できるかを調査した．

4.2

SVD Results

SVD の実装は pyrsvd[5] を用いた．
本研究において，SVD に基づいた推薦を行ったところ，目
標関数 (Eq. (7)) を完全に最小化すると過学習を起こすことが
わかった．このため，訓練データのうち，各ユーザーの 20%の
評価点データを抽出し，この値を正確に予測できるかを RMSE
を用いて学習中に on-the-fly で評価した．RMSE が上昇した時
点で学習を停止することで過学習を防ぐこととした．Figure 1
に代表的な学習曲線を示す．
続いて，正則化項の係数の探索を行った．Figure 2 に次元数
K = 100 を用いた際の，正則化項の値による RMSE の変化を示
す．λ を極端に大きな値とせず，λ = 2 × 10−1 程度とした方が
成績が良いことが判明したので，次項の評価ではこれを用いた．
Figure 3 に SVD の次元数をパラメータとした，検証データ
セットでの RMSE の変化を示す．次元数の増加によりゆるや
かに RMSE が減少し，300 次元からほぼ横ばいとなることが確
認される．この結果を受け，次元数を K = 280 に設定し，この
パラメータにより検証データセットでの RMSE を計算したと
ころ，最終的に RMSE=11.700 を得た．これは，ベースライン
アルゴリズムから 7.8% の改善に当たる．

5.

DISCUSSIONS

SVD の次元は，当該線形モデルでの相関を持つ要素数に対応
する．本データセットに対しては 200 以上の次元を設定するこ

RMSE

[5] pyrsvd - a regularized singular value decomposition solver for
collaborative filtering written in python.
http://code.google.com/p/pyrsvd/.
[6] D. Billsus and M. J. Pazzani. Learning collaborative
information filters. In ICML, volume 98, pages 46–54, 1998.
[7] T. Zhang. Solving large scale linear prediction problems using
stochastic gradient descent algorithms. In Proceedings of the
Twenty-first International Conference on Machine Learning,
ICML ’04, page 116. ACM, 2004.
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Figure 3: RMSE の次元数による変化．SVD により求められ
た推測値と，訓練データとから計算された RMSE を縦軸に示
す．横軸は SVD で用いた次元数 K である．グラフでは同一パ
ラメータでの 5 回の学習結果を平均して表示している．エラー
バーは標準偏差を表す．
とで，良好なスコアが得られた．古典的には煩悩の数は 108 と
されているが，本研究結果はこれよりも多い要素数を示唆して
いる．これには古典的な煩悩数の評価が定量的な根拠に依拠し
ていないことや，評価の非線形性によって一つの煩悩の表現に
複数の次元が必要となる影響が含まれると考えられる．本研究
結果だけではこの評価・検討は不十分であるため，異なるデー
タも含めたより詳細な解析が必要と思われる．
SVD を用いた推薦は，推薦値について自明なアルゴリズム
からの改善を見たものの，まだ平均して 10 点以上のずれがあ
ることから SVD 単体では推薦としてまだ適切ではないと言え
る．より適切なモデルの設定が今後の研究の課題であろう．
真のスコアと推薦結果のギャップを埋め，より適切な推薦を
行うには，様々な技法を試す必要があるだろう．Netflix prize の
ケースと異なる Erogamescape 特有の問題として，100 点満点
と点数幅が大きいため，各点数ごとにバイナリ出力を当てはめ
る RBM などの系統のアルゴリズムが使いづらい．したがって，
Netflix prize で実践された他の代表的な方法，たとえば kNN,
NNMF などの方法をベースとし，boosting により適切なスコ
アを求めることが必要と考えられる．Netflix prize では推薦時
刻が重要な要素を持つ情報として用いられたため，入力デー
タセットを変更することも視野に入れるべきである．さらに，
Erogamescape はゲームについて数多くのメタタグを用意してお
り，こうした因子を利用して推薦を行うことで，ユーザーに合
わせた的確な推薦が出来るだろう．こうした推薦においては，
過学習の防止が重要な課題となると考えられる．

6. CONCLUSIONS
むしゃくしゃしていたのでやった．協調フィルタリングなら
なんでも良かった．今では反省している．
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