
リモコンセントリクス

ライフログサービスを実現するため

には，日常のさまざまな行動からユー

ザの好みや行動パターンを的確に把握

する技術が必要です．近年では，イン

ターネットでの検索や購買などの履歴

データを用いて，ユーザの好みを分析

し，お薦めを提示するようなサービス

が実現されています．一方，リアル

ワールドにおいてもGPSによる位置情

報を用いてその場所に応じた情報を提

供するサービスが実現されています．

しかし，自分の好みを事前に登録して

おく必要があるなど，ユーザへの負担

は少なくありません．

長期間にわたり継続的にライフログ

を記録するためには，このようなユー

ザの負担を軽減し，さりげなくライフ

ログを収集できる仕組みが必要です．

「リモコンセントリクス」は，自分

専用のマイリモコンを１人１つ所有し，

このマイリモコンを使っていろいろな家

電機器を操作し，操作した履歴はライ

フログとしてマイリモコンの中に記録

する，というリモコンを中心に実現す

る機器操作とライフログ収集の考え方

です．リモコンに記録されたライフロ

グはサービスの利用に応じてサービス

提供者に送信されます．ライフログは

プライバシにかかわる秘密性の高い情

報ですので，いったんマイリモコンの中

に記録しておき，ユーザの承諾の下に

送信します．

このようなリモコンセントリクスの考

え方に基づくライフログ収集を実現す

るために，２つの側面から取り組んで

います．１つは，身の回りのさまざま

な機器を１つのリモコンで操作可能と

し，その操作ログを内部に記録する仕

組み，もう１つは，継続的にマイリモ

コンを使いたくなるユーザインタフェー

スの開発です．

本稿では，具体的なライフログ収集

のためのシステムとユーザインタフェー

ス技術について紹介します．

操作ログから得られる情報

家電機器を操作する行動は，ユーザ

が意図的に行うものであり，それには

ユーザの好みが反映されていると考え

られます．例えば，TVをつけて，音楽

番組にチャンネルを変えたら音楽に，

映画に変えたら映画に興味があるとと

らえることができます．また，エアコン

の温度設定を毎日17 ℃に合わせて使

用していたら，そのユーザの適温は

17 ℃であると判断することができます

し，照明をオン・オフした時刻からは

帰宅や就寝の時刻といった日々の行

動パターンをとらえることができます．

このように，家の中のさまざまな家

電を操作したログを収集することがで

きれば，ユーザの好みや行動パターン

をより的確に判断することができるよ

うになります．

操作ログを収集する具体的な取り組

みについて次に紹介します．

ライフログ収集システムの構成

NTTサイバーソリューション研究所

では，１つのマイリモコンで身の回り

の機器を操作できるライフログ収集シ

ステムを開発しました．現在のほとん

どの機器では赤外線が使われています

ので，本システムでもまずは赤外線の

機器を対象にしました．

開発したシステムの構成を図１に示

します．リモコン端末には，操作画面

のカスタマイズが容易なスマートフォン

端末を利用します．

また，リモコン信号を赤外線に変換

する中継器（赤外線中継器）を利用

することで，リモコンを機器に向けな

くても常に安定して赤外線の信号を機

器に到達させることができます．

赤外線中継器とスマートフォンの間
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ユーザの操作を記録し活用する
ライフログリモコン

ライフログを収集し活用する端末技術の実現に向けて，１人１つのマイリ
モコンにより個人ごとの操作ログを収集する概念と，マイリモコンを使う場
面を想定したユーザインタフェースの設計事例を紹介します．
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は無線LANを利用します．無線LAN

の接続を安定させ，また赤外線信号を

周囲の多くの機器に到達させることが

できるように，赤外線中継器は見通し

のよい天井に設置可能なシーリングラ

イト一体型の装置としました（図２）．

さらに，赤外線を同時に８方向に送出

させることで，赤外線の到達範囲を広

げる工夫をしています．

一方，スマートフォン上のリモコン

アプリ（図３）は，それぞれの機器ご

とに用意します．メーカや機器によっ

て赤外線のリモコン信号が異なります

ので，リモコンアプリの各ボタンにはそ

れぞれに対応するリモコン信号をセッ

トしておきます．ボタンの操作に応じ

て，あらかじめ設定してある１つの赤

外線中継器にリモコン信号を送信しま

す．リモコン信号を受信した赤外線中

継器は，その都度赤外線に変換して送

出します．赤外線中継器の選択は，赤

外線信号が届きやすいように，TVな

ど操作したい機器に近いものを設定し

ます．家庭内に設置されている赤外線

中継器が，自動的に検索されて一覧で

見ることができますので，その中から

１つを選んで設定します．

実際にユーザがこのシステムを使う

までの流れは以下のようになります．

① 設置するすべての赤外線中継器

を家庭内の無線LANに接続する．

② スマートフォンも家庭内の無線

LANに接続できるようにする．

③ リモコン操作したい機器のメー

カや機種を選択して，リモコンア

プリをスマートフォンにインストー

ルする．

④ 赤外線中継器の一覧の中から，

操作したい機器の近くにある赤外

線中継器をリモコンアプリに登録

する．

⑤ 操作したい機器ごとに手順③④

の設定を行う．

⑥ 操作したい機器のリモコンアプ

リを起動し，リモコン操作を行う．

別の機器を操作するときは，リモ

コンアプリを新たに起動する．

リモコンアプリで操作した内容はす

べてスマートフォンの中に操作ログと

して記録され，ライフログサービスを

利用する場合などに，ユーザの承諾を

得た後，サービス提供者に操作ログを

送信します．

図１　ライフログ収集システムの構成 

リモコンアプリ 
配信サーバ 

ルータ 
LAN

赤外線中継器 

赤外線 

無線LAN

リモコン 
信号 

スマートフォン 
操作ログ 各々のリモコン端末に 

操作ログを蓄積 
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このような仕組みによるライフログ

収集システムを利用することにより，

自宅で現在使用している機器を操作

し，その操作ログをプライバシに配慮

して収集することが可能になります．

操作ログに基づく機器状態の推定

前述のライフログ収集システムを使

うことで，ユーザごとの操作ログを収

集することができます．操作ログには

「いつ，どのボタンが押されたか」につ

いての情報が記録されていますが，そ

の結果，機器がどのような状態になっ

たかを確実に判断することは困難です．

例えば，TVのリモコンで「電源」ボ

タンを押したというログだけでは，TV

がオンになったのか，オフになったのか

を判断することができません．また，

チャンネルの②ボタンが押されていた

ら②チャンネルが表示されたと判断で

きますが，チャンネル選局の上下ボタ

ンが押された場合は直前のチャンネル

状態から推測しなければなりません．

地上デジタル放送ではチャンネル編成

がさらに複雑になり，リモコンの１つ

のチャンネルボタンに対応する民放局

が２～３つの番組を放送している場合

があります（図４）．そのような場合，

チャンネル状態を操作ログだけで把握

するのはさらに困難になります．

そこで我々は，リモコン操作による

TVの状態遷移を整理し，その状態遷

移に操作ログを照らして機器状態を推

定し，さらに操作したボタンや操作の

時間間隔から状態推定の精度を高め

る手法を開発しています．例えば，電

源ボタンの操作の直後にチャンネル選

局や音量などの操作が記録されていな

ければその電源ボタンの操作は電源を

オフにした行動，何らかの操作がある

場合はオンにした行動だと推定できま

す．なお，ここではTVの場合について

説明しましたが，照明やエアコンにつ

いても同様に，照明のオン・オフの状

態や温度設定を推定し，日常生活の

行動パターンや好みの温度などを把握

することができます．

このように，ユーザの好みや行動パ

ターンを把握するためには，操作ログ

の情報を基に機器の状態がどのように

なったかを推定する必要があります．

機器側で状態を把握する方法も考えら

れますが，リモコン側だけで把握する

ことができれば，適用範囲を広げられ

ると考えています．

ライフログサービスを活性化する

ためのユーザインタフェース

ライフログサービスを実現するため

には，マイリモコンを使ってライフログ

を長期にわたり継続的に記録し続ける

ことが必要不可欠です．そのため，マ

イリモコンの形状や使い方を考慮して

おく必要があります．

■Cooolリモコン

１人ひとりが持つマイリモコンを長

く使ってもらうためには，持ちやすく，

手になじむ形状であることが重要です．

また，ボタンも指の負担がないよう，

押しやすく設計されている必要があり

ます．

「Cooolリモコン」は，このような

設計思想に基づき開発されたリモコン

です（図５）．手になじむ丸い形状を

採用し，指の移動が楽になるようにボ

タンを配置しました．中心部の画面は

上下左右に押すことができ，画面の表

示内容を動的に変えることで，数少な

いボタンでもさまざまな機能を実現で

きます．

また，CooolリモコンにはGPSや温

度センサ，加速度センサのほか，無線

ライフログ活用サービスの基盤技術
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図４　ボタン操作と TV チャンネルの状態遷移 
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LANや赤外線，Bluetoothなどの通

信機能も装備しています．

このように，Cooolリモコンはライ

フログサービスの実現に必要なハード

ウェアと，愛着を持って継続的に使っ

てもらえるデザイン性を備えています．

前述のスマートフォン上のリモコンア

プリをはじめ，さまざまなライフログ

サービスをCoool端末で実現させてい

きたいと考えています．

■ライフログを活かしたコンテンツ

メニュー

見たいコンテンツの選択など，手数

が多くなる操作は必要に応じてTV画

面にメニューを表示する方法も有効で

す．例えば，マイリモコンを使って自

分専用のマイメニューをTVに表示しま

す（図６）．マイメニューは，お気に

入りや最近視聴したコンテンツのほか，

ライフログサービスにより提供される

お薦めコンテンツの表示にも利用でき

ます．

■複数ユーザでのマイリモコン操作

１人１つのリモコンを持って操作す

るようになると，１台のTVを複数の

ユーザが同時に操作する場面が出て

きます．そのような場合，それぞれの

ユーザがマイメニューを表示して個々

に操作します（図７）．

しかし，マイメニューにはほかの

ユーザに見られたくない個人的な項

目も含まれています．そこで，ほかの

ユーザが表示している場合はプライバ

シにかかわる項目を消去します．

また，自分とほかのユーザのライフ

ログを組み合わせた処理を行うことで，

新たなコンテンツを発見することも可

能です．例えば，自分のライフログと，

旅行から帰ってきた友人のライフログ

を組み合わせて検索すると，自分が

過去に行った旅行の写真やお薦めの

ツアー案内など，旅行に関するコンテ

ンツを自動的に表示するようなサービ

スを実現することができます．複数の

ライフログを処理する方法については，

ユーザ間の親密性を考慮した検索など

も有効です．

今後に向けて

ライフログを活用した便利で楽しい

サービスの実現に向けて，実際の家庭

環境での操作ログ収集や機器状態推

定の実現可能性，ライフログを活用し

たサービスの有効性検証を早期に進め

ていきます．

（左から）小林 稔/ 渡部 智樹/

阿部 匡伸

楽しくて便利！ と感じてもらえるサービ
スの実現を目指して，今後も研究開発を進
めていきます．
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図６　マイメニュー表示例 

図７　複数のマイメニュー表示 
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