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Predicting links across time is a fundamental problem in recommendation under the 

temporal evolution of user preferences. In dynamic environments, the features of data change 
over time, making it difficult to identify cross-temporal links by directly comparing observed 
data. We adopt a dimension reduction approach to cross-temporal link prediction; that is, data 
objects in different time frames are mapped into a common low dimensional latent feature 
space, and the links are identified on the basis of the distance between the data objects. The 
proposed method uses different low-dimensional feature projections in different time frames, 
enabling it to adapt to changes in the latent features over time. Using multi-task learning, it 
jointly learns a set of feature projection matrices from the training data, given the assumption 
of temporal smoothness of the projections. The optimal solutions are obtained by solving a 
single generalized eigenvalue problem. Experiments using a real-world data set showed that 
our Cross-temporal Locality Preserving Projections (CT-LPP) method outperformed the 
baseline method. 

  

 

１．はじめに 

現在、情報推薦はインターネット上の様々な活動において不可欠なものになってきている。例えば、ニュースやブログ

の読者に関連する記事を推薦したり、研究者に関連論文を紹介したり、といったサービスが提供されている。精度の良い

推薦を行うことには困難が伴うが、その原因の一つとして、ユーザの嗜好が不安定で、しばしば時間とともに変化する点

がある。 

情報推薦の問題は、ユーザやアイテムをノード、関係をリンクとみなすことで、リンク予測問題の一例と考えることが

できる。これまで、リンクがあるか無いかが既知のデータのペアを訓練集合として、未知なデータ間のリンクを予測する

モデルを学習する方式が、様々な機械学習研究者によって提案されてきた。従来は、データは定常的であると仮定して、

リンク予測が行われてきた。時間変化するデータに対してリンク予測を行う試みにおいても、同一の時点におけるデータ

間にのみリンクが許されていた。一方、本研究では、２つの異なる時点におけるデータの間の時間横断的（cross-temporal）

なリンクも予測の対象として扱う。これにより、例えばユーザの過去の情報に基づいて、最新のアイテムを精度良く推薦

するといったことが可能となる。このようなリンクの予測は、従来のリンク予測の研究では扱われておらず、新しい種類

の問題を提案しているといえる。 

我々は、Vert and Yamanishi（１）によって提案された次元削減に基づくリンク予測の方式を時間を考慮した場合に拡

張した（２）。リンク予測に有効な特徴が時間に依存して変化するという状況に対応するため、時間区間毎に別々の射影

行列を導入した。また、モデルが時間とともに滑らかに変化するようにするために、マルチタスク学習の考え方を導入し

た。隣接する時間区間での射影行列に共通性を持たせることで、各時間区間での事例数が少ない場合でも効果的な学習を

可能としている。実データを用いて実験を行い、時間に依存した射影行列を用いることで、予測精度が向上することを示

した。 
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図 1．Enronデータセットにおける実験結果

２．次元削減を用いたリンク予測 

高次元のデータから、機械学習によってリンクの予測に有効な少数の特徴を抽出し、それらの特徴だけからなる比較的

低次元の特徴空間においてデータ間の距離を測ることで、精度の良いリンク予測を行うことが期待できる。（１）によっ

て提案された方法では、既にリンクが存在することが分かっているデータのペアを訓練集合として用い、それらのデータ

間の距離が射影先で近くなるような低次元射影を学習する。リンクを予測する際には、リンクがあるか不明な 2 つのデー

タを学習によって得られた射影行列を用いて低次元空間に射影し、それらのデータが射影先で十分に近ければリンクがあ

る、そうでなければリンクがないと判定する。射影行列の学習は、最適化問題として定式化され、最終的には一つの一般

化固有値問題を解くことに帰着される。 

 

３．時間変化するデータに対するリンク予測 

時間変化するデータを扱う場合、リンク予測に有効な

特徴も時間とともに変化すると考えられる。ここで、時

刻が複数の時間区間に分けられているとする。そして、

各時間区間で異なる射影行列を用いて、異なる時間区間

のデータを共通の低次元空間に射影する。学習の際には

リンクのあるデータ同士は元の特徴空間での距離や時間

的な距離にかかわらず、埋め込み先では距離が近くなる

ようにする。 

上記の方法では、複数の時間区間にデータ集合を分割

するため、各時間区間ではデータが少なくなり、オーバ

ーフィッティングの可能性が大きくなるという問題が存

在する。また、データが全くない区間では射影行列の学

習ができないとう問題も生じる。一方、予測に有効な特

徴は、隣接する区間では大きく変化しないことが想定される。

そこで、隣接する時間区間の射影行列は似ているようにすると

いう要求を学習の際に課すことにする。この最適化問題も、一つの一般化固有値問題に帰着することができ、それを解く

だけで、全ての射影行列を一度に求めることができる。この提案手法を時間横断的局所性保存射影（Cross-temporal 

Locality Preserving Projections, CT-LPP）と呼ぶ。 

図１に Enron データセットにおける実験結果を示す。射影先の特徴空間の次元数を変化させているが、いずれの次元数

においても、ベースライン（Tucker 分解を用いた手法）に比べて、提案手法（CT-LPP）が AUC（予測性能の良さを表す指

標）で優っていることが示されている。 

 

４．おわりに 

情報推薦はリンク予測問題の一例として定式化することができる。ユーザの嗜好などが変化する場合、推薦される情報

もそれに応じて変化させる必要がある。本研究では、時間変化するデータの間のリンクを予測する問題を時間横断的リン

ク予測問題として新たに提案した。次元削減に基づくリンク予測の方法を拡張し、時間に依存した射影行列を学習するこ

とで、時間横断的リンク予測問題を精度良く解く方式を提案した。提案手法ではマルチタスク学習の考えを用いて、複数

の時間区間の射影行列を少ない訓練データから効果的に学習する。また、提案方式は従来の次元削減に基づく方式と同様

に一般化固有値問題に帰着できるという望ましい性質を持つ。 

今後もソーシャルネットワークや電子商取引などの様々な分野で長期間に渡ってユーザやアイテムに関するデータの

蓄積が進むことが想定される。そこでは、本研究で提案したような時間横断的リンク予測の方式を用いて、時間変化を考

慮した情報推薦を行うことの有効性も大きくなると考えられる。 
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