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背景 

ユーザ 



問題点 

酷似 

酷似レシピが多数存在することで 

ユーザが求めるレシピを得る妨げとなっている 



問題点 
クエリ：「鶏肉 キャベツ」 



目的 

クラスタA 

クラスタB クラスタC 

レシピの比較の手間を省き， 

ユーザのレシピ選択の負担を減らす 

検索結果 



酷似レシピの比較調査 

• 被験者：料理初心者12名 

• 12名を5グループに分け，5種類の酷似したレシピを
調理，試食した 

 

• 酷似レシピ 

– 「簡潔に書かれたレシピ」 

– 「詳しくかつ画像つきのレシピ」 

 

 



レシピ例 



レシピの説明量の比較 

作り方 評価の平均（10段階評価） 

簡潔に書かれたレシピ 6.88 

詳しい・画像付きのレシピ 7.68 

最低限の情報が書かれていれば 

 文章量，画像の有無にあまり依存しない 



酷似箇所 

• 調理工程で酷似していると答えた人：約42％ 

• 試食した結果，酷似していると答えた人：約83％ 

 

酷似箇所 割合 

切り方 58.3% 

焼き方 41.6% 

手順 16.7% 

調理工程においての酷似箇所 

酷似箇所 割合 

味 85.7% 

見た目 57.1% 

におい 7.1% 

試食時の酷似箇所 

    味の酷似が重要 

   材料・調味料に着目 



酷似レシピの定義 

• 酷似レシピ 

–調理法ではなく，材料・調味料に着目し，タイトル
とスニペットを見た状態で違いを感じないレシピ 



酷似レシピ抽出 

• 酷似レシピを抽出するためにクラスタリングを行う 

             

 レシピデータの取得 

レシピに関する語の抽出 

クラスタリング 

最適なクラスタリング手法を提案するため 

クラスタリング手法の比較実験を行う 



クラスタリング手法の比較 

• GibbsLDA++ 
– ギブスサンプリングを用いたLDA 

 

• Repeated Bisection 
– データ集合を繰り返し2分割し，クラスタの中心を2つとし
てK-means法を実行する手法 



酷似レシピのための 

クラスタリング実験 

タイトル 

画像 
材料 

調理手順 

生い立ち 
コツ 

ポイント 

ロールキャベツのトマト煮  

あっさりトマトスープで煮込み・・・・・ 

①レシピからデータの抽出 
②形態素解析・マッチングを行い， 
 レシピに関する語を抽出 

コメント 

③抽出した語集合を用いてクラスタリング 

GibbsLDA++ Repeated Bisection 

比較 



クラスタリング実験 

• クエリ：「鶏肉 キャベツ」 

– 8,562件を取得 

 

 GibbsLDA 

– トピック数(K)：300 

– ハイパラメータ：α = 50/K 

         β = 0.1 

– Gibbsサンプリングの 

      反復回数：1000回 

 

 Repeated Bisection 

– クラスタ数：300 

 

 

各パラメータ（予備実験により決定） 



LDAでのクラスタリング 

Topic 1th 

ソース   0.079099 

イタリアン 0.052907 

焼き    0.042431 

Topic 2th 

ご飯   0.14466 

サラダ   0.122127 

チーズ  0.02749 

Topic 3th 

塩      0.077476 

トマト    0.056952 

チキン   0.051821 

Topic 4th 

鶏      0.244716 

とろ     0.028652 

味噌    0.019258 

複数の料理，調理法が同じクラスタに 

含まれた 

トピックワードの上位3件の値に差があまりない 

トピックワードの上位３件 



Repeated Bisectionでの 

クラスタリング 

クラスタ 1 

ささみ   0.693072 

キャベツ  0.693072 

海苔   0.10597 

クラスタ ２ 

シチュー  0.687968 

チキン   0.687968 

パン     0.108933 

クラスタ ３ 

チキン   0.695268 

蒸し     0.695268 

鶏肉     0.0911106 

クラスタ ４ 

クリーム  0.693517 

鶏肉     0.693517 

たまねぎ    0.0919752 

クエリを含むことで複数の料理，調理法が 

同じクラスタに含まれた 

・上位1 位と2 位の値が大きく，以降と差がある 

・クエリまたはクエリの表記揺れが上位になっている 

中心ワードの上位3件 



クラスタリングの比較結果 

• 両手法ともあまり良い結果を得られなかった 
 

• 問題点 

–各レシピに含まれるレシピに関する語が少ない 
 

–食材・調味料がトピックの上位に含まれる 

– クエリである語がトピックの上位に含まれる 

 

 

 

 

 

 



酷似レシピ抽出のための 

クラスタリング手法の提案 

タイトル 

画像 
材料 

調理手順 

生い立ち 
コツ 

ポイント 

ロールキャベツのトマト煮  

あっさりトマトスープで煮込み・・・・・ 

①レシピからデータの抽出 
②形態素解析・マッチングを行い， 
 レシピに関する語を抽出． 

コメント 

④料理名・調理法でクラスタリング 

⑤ ③で得られたクラスタに対して材料・調味料で 
  クラスタリング 

ロールキャベツ，トマト煮，スープ， 

煮込み，・・・・・ 
料理名 

調理法 

トマト，鶏肉，・・・・・ 
材料 

調味料 

③抽出した語を分類 



クラスタリング手法の比較 

• GibbsLDA++ 
– ギブスサンプリングを用いたLDA 

 

• Repeated Bisection 
– データ集合を繰り返し2分割し，クラスタの中心を2つとし
てK-means法を実行する手法 

• クエリ：「鶏肉 キャベツ」 

– 8,562件を取得 

 



LDAでのクラスタリング 

Topic 1th 

ラーメン    0.131362 

カツ          0.110729 

生姜焼き  0.096974 

Topic 2th 

カレー   0.196556 

スープ    0.131235 

ラーメン  0.089667 

Topic 3th 

スープ     0.134841 

蒸し        0.11809 

炒め   0.10134 

Topic 4th 

  餃子  0.181392 

スープ    0.181392 

ポトフ    0.087684 

複数の料理，調理法が同じクラスタに 

含まれた 

上位1 位と2 位以降の値に差があまりない 

トピックワードの上位３件 



Repeated Bisectionでの 

クラスタリング 

クラスタ 1 

スープ      0.999868   

カレー      0.00754237 

ロール      0.00659957 

クラスタ ２ 

トマト煮       0.999961 

煮込み      0.00623449 

パスタ    0.00623449 

クラスタ ３ 

ポトフ        0.999985 

おでん       0.00385519 

グラタン     0.00385519 

クラスタ ４ 

シチュー            0.999936 

ボルシチ       0.00566427 

つくね      0.00566427 

1 種類の料理，調理法ごとのクラスタを 

得られた 

上位1 位と2 位以降の値に大きく差がある 

中心ワードの上位3件 



クラスタリング手法の比較 

• GibbsLDA++ 
– ギブスサンプリングを用いたLDA 

 

• Repeated Bisection 
– データ集合を繰り返し2分割し，クラスタの中心を2つとし
てK-means法を実行する手法 



提案手法を用いた 

クラスタリング実験 

レシピデータの取得 

レシピに関する語の抽出 

料理名・調理法を用いて 

クラスタリング 

食材・調味料を用いて 

クラスタリング 

クエリ：「鶏肉 キャベツ」 
-8,562件 

• Repeated Bisection 
－クラスタ数：bayonを用いて 

   クラスタ数を取得 

 

・クエリの除去 



料理名・調理法でクラスタリング 

クラスタA クラスタB クラスタC 

ヘルシー☆肉団子とキャベツの
春雨スープ★ 我が家の定番 鶏のから揚げ チキンポトフ 

キャベツとベーコンの 
コンソメスープ 簡単！鶏のピリ辛ソース！ ＊鶏手羽元のポトフ＊ 

鶏ムネ肉とキャベツの 
ミルクスープ 

フライパンで鶏の唐揚☆ねぎ
ソース 鶏手羽先のポトフ 

鶏肉の中華スープ ピリッ辛のチキンのから揚げ 簡単ポトフ 

離乳食と一緒に作る！ 
あっさり豆乳スープ★ 

✿豆板醤マヨでピリッとから揚
げ✿ トリさんとお野菜ポトフ（*＾＾*） 

キャベツたっぷり！ 
トマトスープ☆ から揚げチリソース ✿ほくほくポトフ✿ 

鶏ハムと春キャベツのスープ 我が家のとりから 
たまには中華な☆野菜たっぷり

ポトフ♡ 

クエリ：「鶏肉 キャベツ」  クラスタ数:247 



提案手法を用いた 

クラスタリング実験 

レシピデータの取得 

レシピに関する語の抽出 

料理名・調理法を用いて 

クラスタリング 

食材・調味料を用いて 

クラスタリング 

クエリ：「鶏肉 キャベツ」 
-8,562件 

• Repeated Bisection 
－クラスタ数：bayonを用いて 

   クラスタ数を取得 

 

・クエリの除去 



クラスタ2 

キャベツたっぷり！ 

トマトスープ☆    

鶏肉とトマトの簡単スープ 

トマトとセロリのスープ 

トマトスープ 

具だくさんトマトスープ 

材料・調味料でクラスタリング 

クラスタ1 

キャベツのクリームスープ 

キノコとキャベツと 

鶏肉のスープ 

＊春キャベツのあっさり 

クリームスープ＊ 

☆すぐ出来る♪あったか 

クリームスープ☆  

鶏肉とたっぷり野菜の 

トマトクリームスープ 

  クラスタ数：80 

クラスタ3 

鶏肉の中華スープ 

今すぐ飲みたい【簡単】 
中華スープ♪ 

絶品♪ 我が家の 

中華風なべ 

チキンヌードルスープ缶で
和洋中華スープ  

たっぷり生姜☆鶏と野菜
の中華風スープ 



クラスタリング結果 

クラスタ
ID 適合率 再現率 F値 

1 0 0 - 

2 0 0 - 

3 0 0 - 
・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

33 0.2 0.090909 0.125 

34 0.333333 0.2 0.25 

35 0 0 - 

36 0.1 0.090909 0.095238 

37 0.714286 0.053191 0.09901 

38 0.2 0.5 0.285714 
・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

77 0.636364 0.4375 0.518519 

78 0.9375 0.882353 0.909091 

79 0.545455 0.285714 0.375 

80 0.083333 0.5 0.142857 

中心ワードの1位：水，みりん等 

    料理の特徴と成り得ない食材・ 
      調味料であったため正解データを 

   得られなかった 

中心ワードの1位：チーズ 

その特徴をもったレシピが分散 

中心ワードの1位：ネギ，ピーマン等 

   特徴となりにくい食材・調味料 

中心ワードの1位：豆乳，味噌等 

   特徴となり得る食材・調味料 



まとめ 

酷似したレシピを閲覧する手間を省くことで， 

ユーザの負担を軽減できる 

各レシピに出現する調理法，料理名，食材，調味料に注目し， 

クラスタリングを行うことで，酷似レシピを抽出する手法を提案した 

今後の課題 

1. 食材・調味料ごとに重みを付与 

2. 分量の考慮 

3. 表記揺れ 


