
ライフログへの期待

近年のブロードバンド環境や情報家

電，携帯電話等の発展には目を見張

るものがあります．例えば，ブロード

バンド回線を用いれば，TVでインター

ネット上の膨大な映像コンテンツを視

聴できるようになりました．ブログサイ

トが急増し，従来では考えもできな

かったニッチな情報があふれています．

さらには，Twitterなどのマイクロブロ

グが登場し，ほぼリアルタイムで有名

人のつぶやきや事件を共有できるよう

になりました．また，スマートフォンの

登場により，膨大なインターネット上

の情報をPCと同レベルでいつでもどこ

でもアクセスできるようになりました．

新しい電子機器も登場してきています．

デジタルフォトフレーム（DPF）で

ネット越しにデジタル写真を共有した

り，通信機能付きの電子ブックで，い

つでもどこでも好みの本を購入してす

ぐ読めるようになりました．ここ１，

２年でこれらのサービスが登場したこ

とは驚くべき進展です．

一方で，これらのサービスをどの程

度の方が十分に享受できているかはは

なはだ疑問です．膨大なインターネッ

トから，欲しいコンテンツや興味のあ

る情報を探し出すことは一苦労です．

また，分厚いマニュアルを参照しなが

ら多機能な電子機器を使いこなすこと

は大変です．有益な情報が手に届く範

囲にあったり，使ったら便利な機能が

電子機器に装備されていながら，それ

らを十分に利用できていない可能性が

あります．我々は，この問題を解決，

もしくは，軽減してくれるヒントがラ

イフログにあると考えています．ライフ

ログとは個人の活動をデジタル化して

長期間にわたって蓄積したものです．

閲覧したWeb履歴や，検索のために

入力したキーワード群はもとより，ド

キュメント，デジタルカメラで撮った

写真のように個人が作成したコンテン

ツ，体重や摂取カロリーの電子的記

録，さらには，Eメールの送受信や，

電話の発着信履歴なども含まれます．

最近ではGPSで位置情報が取れ，IC

カードで乗降駅やコンビニでの購買商

品が記録できるなど，実生活により密

着したライフログが構築できるように

なってきています．では，どのようにラ

イフログが役に立つのでしょうか？

ライフログの価値

これまで，ユーザの特徴は，性別，

年齢，居住地域などの人口統計学的

な属性で把握されてきました（図１）．

これに加えてユーザのライフログを利用

すると，ユーザについて詳細なことが

分かります．例えば，Web閲覧履歴

やEコマース履歴から，家電の新商品

には目がない，洋画より邦画が好き，

衣類にお金をかける，といった傾向が

読み取れます．これらの傾向を用いて，

膨大なインターネットからコンテンツや

情報を予備選択してあげれば，ユーザ

は欲しいものを楽に取得できるはずで

す．同様に機器の操作履歴を利用す

ることも考えられます．ユーザの利用

の傾向を知り，TPOに応じてユーザが

利用しそうな機能を予備選択してあげ

れば，多機能な電子機器でも簡単に操

作できるはずです．さらには，好みが

似たユーザどうしでの傾向を参考にし

て商品やサービスを推薦してあげれば，

ユーザ自身が決して自発的には気付く

ことのない情報を提供することも可能

です．このように，ライフログを活用

することによって，ユーザに適した情

報やサービスを提供することができ

ます．

ライフログは長時間にわたって継続

的に蓄積されるため，ユーザの好みを

知るには強力です．例えば，ユーザが

ワールドカップの日本代表戦を見てい

ライフログ活用サービスの基盤技術

NTT技術ジャーナル 2010.78

ライフログ活用技術の動向と研究所の取り組み

最近ライフログという言葉をよく耳にするようになりました．本稿では，
我々がライフログに期待することを述べた後に，ライフログを利用した現状
のサービスを概観します．また，本特集で紹介する６つの記事の位置付けに
ついて解説します．

あ べ まさのぶ

阿部 匡伸

NTTサイバーソリューション研究所

ライフログ データマイニング 情報端末



特
集

NTT技術ジャーナル 2010.7 9

たとしましょう．これだけでは，その

ユーザがどの程度のサッカーファンな

のか判断できません．ところが，その

ユーザが毎週サッカー番組を見ており，

その対戦チームの組合せが分かれば，

ユーザがどのサッカーチームのファンで

あるかが推測できます．さらに，ファ

ンチームの変遷を数年にわたって調べ

れば，ある特定のサッカー選手の移籍

と関係があると推測できたりします．

一方，サッカーの番組をほとんど見て

いなければ，ワールドカップを見る程

度のサッカーファンであると判断でき

ます．そのほかにも長期的に取得した

ライフログを分析することで，周期的

に現れる習慣的な行動などが分かりま

す．これらの傾向を用いて，ユーザの

行動を予測し，ユーザが欲しい情報を

タイムリに提供できる可能性がありま

す．次に，現状のライフログの活用

サービスを見てみましょう．

ライフログを活用したサービス

ライフログ活用を把握するために２

つの軸で考えてみます（図２）．１つ

は，個人の活動がリアルワールドでな

されたのか，サイバースペースでなされ

たのかという軸であり，もう１つは，個

人のライフログに閉じて利用するのか，

多数の人のライフログを集めて利用す

るのかという軸です．リアルワールドの

ログとしては，古くからあるのが体重，

身長，血圧などの健康管理データで

す．最近では，万歩計などウェアラブ

ルなデバイスが登場して常時データを

取得できるようになり，ユーザに密着

したデータが取れるようになりました．

また，スポーツトレーニングではジョギ

ングなどのルートがGPSで計測できる

ようになりました．これらのログは，健

康管理やトレーニングのアドバイスな

どに利用され，個人に閉じた利用です．

最近では，ネットのコミュニティに自

分の記録をアップロードし，仲間どう

しでダイエットやトレーニングを励まし

合ったり競ったりするために利用され

ることもありますが，共有されている

のは個人ごとの情報といえます．

個人のライフログに閉じての利用で
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あり，蓄積する情報が多様なのが

MyLifeBits（1）です．これは，本格的

にライフログに取り組んだ最初の研究

プロジェクトであり，「個人に関するあ

らゆる情報は，本来，本人が一元的に

管理し，利用できるべきである」とい

うコンセプトに基づいています．

MyLifeBitsでは，個人が電子的に作

成したドキュメント，Eメール，電話

の発着信記録から，個人が撮影した写

真や映像，名刺のスキャン画像などを

扱っており，個人の活動に関する記録

はほとんど入力されています．高速に

検索する機能を具備しており，個人史

を容易に振り返ることができます．

一方，多人数のライフログを集めて

利用する例としては，Amazon（2）の商

品レコメンド等が挙げられます．「この

商品を買った人は，こんな商品も買っ

ています」「この商品を買った人は，同

時にこんな付属品も購入しています」

というレコメンドです．これは，多く

のユーザの購買傾向を蓄積しておき，

同じ商品を買おうとしている顧客にア

ドバイスします．付属品の購入はつい

忘れてしまったり，必要であることす

ら知らない場合もあるため，ユーザに

とっては有益です．現在，評判を呼ん

でいるのは，検索連動広告なども含め

てこの類のレコメンドサービスです．ロ

グを利用した成功例であり，最近ライ

フログが注目されるようになった一因

です．ここで蓄積されたログとは，サ

イバースペースでのユーザの活動であ

り，閲覧したWeb履歴や，検索のた

めに入力したキーワード群，購買商品

履歴のようなものです．そのログの特

徴は，多数の人のログである点と，そ

れが長期間にわたって継続的に蓄積さ

れた点にあると考えられます．また，そ

の成り立ちとして，ユーザ自身が努力

して蓄積したわけではなく，知らない

うちに（ついでに）蓄積された点は注

目する必要があります．

リアルワールドのログとして最近注

目されているのが位置情報です．GPS

搭載の携帯電話の普及が後押しをして

います．例えば，ユーザが携帯電話で

検索するときにユーザがいる近辺の情

報を優先的に提示したり，携帯で撮影

した写真に位置情報のタグを付与した

りします．これらのサービスはユーザの

手間を省かせる結果となり，高い評判

を得ています．位置情報というユーザ

の置かれた状況（コンテキスト）を考

慮している点が利便性を高めています．

上記で述べたように，ユーザの好み

なり，ユーザの状況なりを考慮した

レコメンドが好評です．その恩恵は，

ユーザ自らが見つけられない新しい発

見であったり，余分な労力をかけずに

サービスを受けたり，情報を得ること

ができる点にあります．サイバースペー

スのログがこれらの実現に大きく貢献

していることは間違いありません．ま

た，リアルワールドにおいても，携帯

型端末の登場によりユーザに密着した

データが取れる可能性が出てきていま

す．我々は，“多数の人”のサイバー

スペースのログが恩恵をもたらしたよう

に，“多数の人”のリアルワールドのロ

グが，さらには，“多数の人”のリアル

ワールドとサイバースペースのログの組

合せが新たなサービスの鍵になるので

はないかと考えています．

ライフログ活用の処理サイクル

ライフログ活用では，データ収集，

特徴抽出と知識化，蓄積・管理と開

示制御，状況推定と検索・マッチン

グ，サービスへと処理が進みます．

我々はこの一連の流れが，図３に示す

ようにループを構成するべきと考えて

います．つまり，ユーザのサービスに対

する満足度を常にフィードバックしな

がら，知らず知らずのうちにユーザに
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適応していくのです．また，ライフロ

グを活用するには図３のようにさまざ

まな技術が必要ですが，すべての技術

を自前で開発しようとは考えていませ

ん．流用できる技術は流用しつつ，得

意な技術を強化してサービスを具現化

します．以下，本特集で取り上げる技

術の位置付けについて説明します．

ライフログは，できるだけ長期間に，

できるだけ多種類のデータを収集する

ことが重要です．多くのデータがあれ

ばあるほど，ユーザのさまざまな傾向

を浮かび上がらせることができるから

です．本特集記事『PC操作履歴収

集システム「メモリ・リトリーバ」』で

は，ユーザのPC操作の履歴収集技術

を紹介します（図３①）．ユーザはPC

を用いて，Webサイトへのアクセス，

ドキュメントの作成，メールの送受信

などさまざまな作業をしています．ユー

ザのあらゆる操作をタスク横断的に収

集することで，ユーザの傾向をより多

く獲得することを目指しています．

本特集記事『ユーザの操作を記録し

活用するライフログリモコン』では，リ

アルワールドでのライフログとしてリモ

コン操作ログを活用することを検討し

ています（図３②）．知らず知らずの

うちにライフログが蓄積される仕掛け

は重要です．記録を残すための努力を

強いるようでは，長期間にわたって継

続的にライフログを収集することは困

難です．リモコン操作は生活するうえ

で必要な行動ですから，ライフログが

「ついで」に取得できます．また，リモ

コンは，TV番組の選択，エアコンの

温度設定，照明のオンオフなどに使わ

れるため，ユーザの好みのコンテンツ，

さらには好みの室内温度や就寝時間な

どのライフスタイルを把握できるものと

考えています．

本特集記事『ストリーム型データ管

理技術のライフログ蓄積処理への適

用』では，多人数の多種類のデータを

リアルタイムに処理したり，蓄積する

ための蓄積管理基盤を紹介します（図

３③）．ライフログは個々人の記録で

すから，ユーザ数が増加することが予

想されます．そのため，システム規模

を柔軟に拡大する仕組みが必須です．

また，ライフログ活用サービスはタイ

ムリであることが重要になりますので，

リアルタイム処理も必須です．ここで

紹介するシステムは，この両者を同時

に実現しています．

ライフログを考えるとき，必ず持ち

上がるのがプライバシの問題です．本

特集記事『ライフログ活用への社会科

学的アプローチ』では，制度と技術の

２軸からプライバシ保護への取り組み

について紹介します（図３④）．そし

て最後に，２つのサービスを紹介し

ます．

本特集記事『ライフログを活用した

レストランレコメンド』では，レストラ

ンのレコメンドサービスを紹介し，そ

の実証実験結果を示します（図３⑤）．

このサービスは，ユーザの行動を予測

する点，ユーザの食べ物の好みだけで

なく同行する人の好みも考慮する点で

現状のレコメンドシステムに比べて，一

歩先を行っています．

本特集記事『医療分野におけるラ

イフログ活用の展望』では，日常生活

でのバイタルデータや活動データの利

用について述べます（図３⑥）．医療

機関のカルテ閲覧用ネットワークサー

ビスと連携した点が利便性を高めてい

ます．

ま と め

本稿では，ライフログとは何かを紹

介し，研究所での取り組みの概略を

説明しました．ライフログを活用した

サービスは，すでにいくつか出現して

いますが，まだまだ始まったばかりとい

えるでしょう．情報インフラが整備さ

れ，機器の高度化が進むにつれて，ま

すますライフログは蓄積されやすくなる

と考えられます．今後も，ライフログ

を有効に，かつ便利に利用するため

の研究を推進していきたいと考えて

います．
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ヒューマンアプライアンスプロジェクト
では，ブロードバンド＆ユビキタス時代に
おける新しいサービスの創造を目指して研
究開発を推進しています．
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