
PC上の操作履歴を収集する目的

ネットワークのブロードバンド化が進

むにつれ，Webからの情報収集，ネッ

トショッピング等，日常生活や業務で

PC操作の比重が増してきています．

PC上で行った操作は個人の趣味・嗜

好が反映された貴重な情報ですので，

蓄積・活用すればさまざまな分野で役

立つと考えられます．しかし現状では，

活用されずに捨てられている場合がほ

とんどです．

自分の履歴，会社の同僚の履歴，

第三者の履歴という種類別に活用例を

表１に示します．この表から，各履歴

種ごとに有用な活用法があることが分

かります．

操作履歴収集の方式

上記の目的を達成するために，我々

はPC操作履歴収集システム「メモリ・

リトリーバ」を開発しました．このシ

ステムではPC操作履歴を収集するた

めに，ユーザPCにアプリケーションを

インストールする方式をとっています．

PC操作の中でもWebページの閲覧

に着目すると，どのページを閲覧した

かはWebサーバのログに記録されてい

ます．プロキシサーバ経由でインター

ネットにアクセスしている場合には，プ

ロキシサーバのログに閲覧の記録が残

されています．これらの情報を利用す

るのであれば，PC上にアプリケーショ

ンをインストールする必要はありませ

ん．しかし表２に示すように，取得で

きる情報に限界があります．我々の方

式は，PCにアプリケーションをインス

トールしなければならないというPC設

定の手間，PCの負荷という点でデメ

リットがあります．しかし，取得でき

る情報の点で大きなメリットがあるた

め，我々はこの方式を採用しました．

システムの構成

履歴収集システム全体の構成を図１

に示します．ユーザのPCにインストー

ルされるアプリケーションであるクライ

アントPC部と履歴収集サーバ部から

構成されています．クライアントPC部

はWindows XP， またはWindows

Vista上で，履歴収集サーバ部はCent

OS上で動作します．

クライアントPC部はPC上の操作履

歴を取得し，履歴収集サーバ部に送

信する部分で，以下の部分から構成
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PC操作履歴収集システム「メモリ・リトリーバ」

日常生活や業務で，Webからの情報収集等のPC操作の比重が増すにつれ，
PC上の操作を自動的に取得し，サーバ上に収集して活用しようという動き
が広まっています．本稿では我々が開発した，PC操作履歴収集システム
「メモリ・リトリーバ」について，機能の特徴とその応用例について説明し
ます．
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表１　履歴の活用例

履歴の種類

自分の履歴

同僚の履歴

第三者の履歴

活用例

自分の業務を振り返り，改善点を見つけて効率化に役立てることができる

世代別・性別の履歴が入手できれば，セグメント別の流行を把握できる

同僚がネット上で調べた結果を共有できれば，調査の重複がなくなり，
業務が効率化できる

表２　履歴収集の方式

方　式

PCアプリ
ケーション

Webサーバ・ログ

プロキシサーバ・
ログ

閲覧Webページ Web閲覧
以外の操作

PC設定の
容易さ

PCへの
負荷URL取得 HTML取得

○

×
（自サイトのみ○）

○

○

×
（自サイトのみ○）

○
（ただしhttpsサ
イトでは不可）

○

×

×

×

○

○

×

○

○
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されます．

・ブラウザアドオン：Webブラウザ

の拡張機能として，ブラウザの操

作履歴を取得します．Internet

E x p l o r e（IE）用とF i r e f o x

（FF）用を開発しています．

・履歴取得本体部：操作履歴を取

得して操作ログファイルに書き込

む履歴取得プラグインと，操作ロ

グファイルのデータを集計して操

作履歴データベース（DB）に蓄

積する履歴集計モジュールから構

成されています．履歴取得プラグ

インは，マウス，キーボード等，

履歴を取得したい対象のプラグイ

ンを追加することにより，取得す

る履歴の種類を容易に増やすこと

ができる構造となっています．ブ

ラウザプラグインは，上述のブラ

ウザアドオンで取得したデータを

受信して，操作ログファイルに

データを書き込みます．

・インタフェース部：タスクトレイ

に常駐するアイコンを表示し，

ユーザとのインタフェースの起点

となるタスクトレイアイコンモ

ジュールと，操作履歴DBから

データを読み込み，履歴収集サー

バ部に送信する履歴処理・送信

モジュールから構成されます．履

歴処理では，goo等の検索サイト

で入力した検索キーワード，クリッ

クしたリンクのアンカーテキスト等

の抽出も行います．送信済みの操

作履歴は，設定した期間が経過

した後に削除されます．

履歴収集サーバ部ではクライアント

PCから送信された操作履歴を受信し，

操作履歴DBに蓄積します．以下の部

分から構成されています．

・履歴受信部：クライアントPCか

らの操作履歴を受信し，操作履

歴DBに蓄積します．

・ユーザ認証部：操作履歴を受信

した際に，ユーザ認証を行います．

・履歴管理部：操作履歴DB中の

データを管理する機能を提供し

ます．

・履歴利用アプリ：操作履歴をどの

ように利用するかの用途に応じて

作成されます．

取得される履歴

私たちは現在までにマウス，キーボー

ド，ウインドウ，ブラウザ，クリップ

ボード，プリンタ，ファイル操作の履

歴取得プラグインを開発しています．

これらの履歴取得プラグインで取得

されるデータを表３に示します．これ

らの履歴は発生した日時とともに取得

されます．

サーバ上の履歴管理部にはWebブラ

ウザからアクセスすることができます．
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図１　システム構成 



あるユーザのWeb閲覧履歴を表示した

画面例を図２に示します．この図では，

連続したWeb閲覧が１つの単位として

表示されています．例えば，一番上の

列は，201 0 - 0 4 - 0 9の16 : 5 4 : 0 8～

17:18:21の連続したWeb閲覧を示し

ています．この期間で閲覧したWeb

ページのサムネイル（一部）が表示さ

れています．閲覧期間の１つをクリッ

クすると，この期間内に閲覧した全

Webページの情報を見ることができ

ます．

特徴的な機能

メモリ・リトリーバには以下のよう

な特徴があります．

（1） 取得履歴の拡張性

取得履歴の追加は，追加したい履歴

のための履歴取得プラグインを作成し，

所定のフォルダ内に配置することによ

り，容易に行うことができます．

（2） 詳細なWeb閲覧情報の取得

URLだけでなくHTMLファイル，サ

ムネイル，フレームページでは子フレー

ムのHTMLファイルも取得します．

検索語，アンカーテキストも取得可能

です．

（3） プライバシ保護機能

Web閲覧履歴にはプライバシ情報が

含まれている場合があるので，下記の

機能によりプライバシ保護を図ってい

ます．

・NG語変換機能：NG語に設定し

た語が取得したHTMLファイルに

含まれていると，サーバに送信す

る前に伏字（XXX）に置き換え

ます．

・URLフィルタ機能：ホワイトリス

ト（リスト内URL閲覧時のみ履

歴を取得する），ブラックリスト

（リスト内URL閲覧時は履歴は取

得しない）の両方のかたちで設定

できます．

（4） ウインドウ情報取得の拡張

表３に示したように，ウインドウプ

ラグインではアプリケーション名，利

用ファイル名が取得できます．これに

より，Webブラウザ以外のアプリケー

ションについては詳細な履歴は取得で

きませんが，大まかな情報は知ること

ができます．例えば，PowerPointで

ファイルAをいつからいつまで開いてい

た，という情報は知ることができます．
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2010-04-09　16:54:08　～　17:18:21のWeb閲覧履歴 

図２　履歴管理部の表示例 

表３　取得される履歴

履歴取得プラグイン

マウス

キーボード

ウインドウ

ブラウザ

クリップボード

プリンタ

ファイル操作

取得履歴

ダブルクリック，ボタンダウン・アップ

キーダウン

タイトル，アプリケーション名，利用ファイル名，サムネイル画像

コピー，ペースト

開始，終了

コピー，移動，削除

URL，HTMLファイル，サムネイル画像，タイトル，リファラ，検索
語，アンカーテキスト
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したがって，PC上の大部分の操作に

ついて，おおよその操作を把握するこ

とができます．

想定される応用例

以上のように蓄積された履歴を活用

した応用例として，以下のものが想定

されます．

（1） 自己の振り返り

図２に示したように自分の閲覧した

Webページ等を振り返ることができる

と，特定のWebページ閲覧に時間を

かけ過ぎている，以前は毎日見ていた

ニュースサイトを最近は見ていない，と

いうような振り返りができ，その後の

活動に活かすことができると考えられ

ます．

（2） ナレッジ共有

操作履歴はサーバに集まっています

が，閲覧したWebページ等をそのまま

公開するのは職場内でも抵抗があると

考えられます．そこで，職場内での検

索語ランキング，長時間閲覧された

ページのランキング等を算出し，Web

ページとして公開するというように，統

計情報を可視化して抽出し，公開す

るのが適切だと考えられます．履歴を

取得し，Webページを作成して共有す

る流れを図３（a）に示します．これによ

り，職場内のWeb閲覧から抽出した

ナレッジを共有することができ，業務

効率化が期待できます．

（3） セキュリティ

企業や自治体においては，システム

のWeb化が進んでおり，ブラウザ操作

履歴の重要性は増しています．例え

ば，情報漏洩対策を目的として，グ

ループウェアからファイルをダウンロー

ドし，Webメールで送信するといった

不正な行動に対して，サーバに蓄積さ

れた操作履歴から，あらかじめ定義し

た要監視パターンを検出して警告を出

すという利用法が考えられます．処理

の流れを図3（b）に示します．

今後の予定

取得する履歴の種類としては，

Word/Excel/PowerPointの詳細操

作，メール操作，USBメモリ等の着脱

等，さまざまなものが考えられますの

で，必要性に応じて拡大していく予定

です．

取得する履歴が増えてくると，すべ

ての履歴を表示，蓄積することが困難

になってきます．そこで履歴をスコア

リングし，スコアの高いもののみを表

示する，低いものは削除することが必

要になってきます．このためのスコアリ

ング手法にも取り組む予定です（履歴

利用アプリについては，ニーズに応じ

て開発していく予定です）．

（左から）田中 明通/ 内山 匡

PC上の操作履歴はいろいろなものが自動
的に取得できるようになってきていますが，
本格的な活用はまだこれからの段階です．ど
のような履歴活用のニーズがあるかを広く把
握して，研究開発を進めていく予定です．

◆問い合わせ先
NTTサイバーソリューション研究所
メディアコンピューティングプロジェクト
TEL 046-859-3910
FAX 046-859-5552
E-mail tanaka.akimichi lab.ntt.co.jp
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図３　想定される応用例 


