
ライフログ活用サービス

センシング機器から時々刻々と発生

する情報や携帯機器の発達に伴って収

集されるさまざまな個人の活動履歴情

報，各種情報システムのログ情報など，

多種多様な時系列データをライフログ

として収集・蓄積して新たな価値を創

造するライフログ活用サービスが注目

を集めています．例えば，図１に示す

ようにGPS機能付きの携帯端末から取

得したユーザの位置情報と蓄積された

ユーザのコンテキスト情報（プロファ

イル情報，操作履歴など）を利用して

ユーザの好みのジャンルを考慮したグ

ルメ情報や観光案内を提供する個人適

用型のレコメンドサービスなどが考え

られます．

このようなライフログを活用したサー

ビスを実現するためには，次のような

機能が必要であると考えています．

・ネットワーク上のサーバに膨大な

ログ情報を長期間にわたって蓄

積・管理できること

・ユーザの「今」に応じて多様な処

理をニアリアルタイムに実行できる

こと

・利用者や負荷の増大に応じて柔軟

に性能を向上させられること

・サービス運用中でも無停止で処理

の変更や追加ができること

本稿では，ライフログ活用サービス

の実現を支える基盤技術について紹介

します．

追記・参照型データ管理システム

NTTサイバースペース研究所では，

ライフログのような時系列データをデー

タストリームとして追記型で収集・蓄

積・管理し，利用者の目的に応じて，

各種情報を処理・統合して参照側に

提供する「追記・参照型データ管理シ

ステム（DMS: Data Management

System）」の研究開発に取り組んでい

ます．データストリーム処理では，デー

タが到着するたびにあらかじめ登録し

てある処理を実行できるため，ニアリ

アルタイムなイベント処理にも対応可

能です．

現在開発中の追記・参照型DMS

は，１台から数百台規模のPCクラス

タ上で動作させることができ，情報源

の追加や処理量の増加に対する処理の

動的スケールアウト（規模成長）や，

連続して到着するデータストリームに

対する処理内容の動的変更（機能成

長）を実現しています．

追記・参照型DMSは図２に示すよ

うに，データの受付・蓄積を行う追記

部Qと，受け付けたデータを処理した

り，蓄積済みのデータと統合したりす

るフィルタ部Fと，個々の応用に対し

てフィルタ部の処理結果を提供する
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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

本稿では，センシング機器や個人の携帯機器から時々刻々と生成されるさ
まざまなストリーム型のログ情報を追記型で受け付けて蓄積管理するととも
に，ニアリアルタイムで各種処理を実行するための「分散データストリーム
処理技術」について解説します．さらに本技術をライフログ活用サービス向
けに適用した「ライフログ分散蓄積処理基盤」について紹介します．
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図１　ライフログ活用サービスの例 
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ビュー部Vとから構成されています．

■追記部Q

追記部は情報源ごとに存在し，情報

源から生成されるデータストリームを

追記クライアント経由で受け付けて

キュー＊に蓄積します．新たな情報源

の追加に対しては，新たな追記部を追

加することで対応します．

■フィルタ部F

フィルタ部は追記部からPull型で

データを取得して，情報源ごとに定めら

れた処理を実行し，処理結果をビュー

部に送信するというサイクルを繰り返

します．各情報源から追記部へのデータ

到着頻度などに基づいて次にデータを

取得すべき追記部を決定しています．

また，データ量・処理量の増加に対

しては，フィルタ部を追加することで

処理のスループットを向上させ，サー

ビス無停止での動的な規模成長を実現

しています．さらに，追記部から次の

データを取得する直前にフィルタ部の

処理を変更したり，新たな処理を追加

したりすることで動的な機能成長を可

能にしています．

■ビュー部V

ビュー部はフィルタ部で分散処理さ

れた結果を統合し，統合結果を応用

サービスに提供します．統合結果は加

工データとしてデータベースに蓄積し

たり，HTTPで送信するなど，応用

サービスごとに柔軟に対応することが

できます．

ライフログ分散蓄積処理基盤

追記・参照型DMSの特長をライフ

ログ活用サービス向けに適用した「ラ

イフログ分散蓄積処理基盤（LLMS:

LifeLog Management System）」

について説明します． LLMSは，図３

のように２段に配置したDMSとライ

フログ蓄積データベースから構成され

ています．１段目のDMS（ライフロ

グ蓄積フェーズ）では，ユーザ・ク

ライアントから逐次送られてくる個別

のライフログを受け付けて，ライフロ

グ蓄積データベースに蓄積します．２

段目のDMS（サービス実行フェーズ）

では，ライフログ蓄積データベースに

蓄積されたデータを参照し，サービス

ごとに登録された処理を実行し，返却

域に処理結果を出力するアーキテク

チャとなっています．DMSの規模成長

の特長を活かし，１段目のフィルタ部

を追加していくことで，ユーザ数の増

加に対する処理のスループットが向上

し，２段目のフィルタ部を追加してい

くことで，サービス数の増加に対する処

理のスループットが向上する構成になっ

ています．

LLMSにおける処理の流れ

LLMSにおける処理の流れを説明し

ます．

① 各ユーザはセンタシステムに対

して，ユーザ・クライアント経由

＊ キュー：先に入力したデータが先に出力され
るという特徴を持つデータ構造の一種で，追
記部を構成する一機能．

図２　追記・参照型DMSの構成 
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でライフログを送信したり，ライ

フログ活用サービスの実行を要求

したりします．

② ユーザ・クライアントからのリ

クエストを受け付けたセンタシス

テムは各リクエストに対して受付

IDを返却します．

③ ユーザ・クライアントは返却さ

れた受付IDをキーにして返却域か

らサービスの実行結果を取得し

ます．

ユーザからのリクエスト受付とサー

ビスの実行結果返却のタイミングを非

同期にすることにより，結果生成に時

間がかかる場合でも，ユーザの都合が

良いタイミングで実行結果を取得でき

るようになっています．

ライフログ蓄積データベース

ユーザごとに送信されてくるライフ

ログは，１段目の「ライフログ蓄積

フェーズ」でライフログ蓄積データベー

スに蓄積されます．このデータベース

にはGPSから取得した位置情報，購入

した商品の履歴情報や店舗情報，

Webサイトの閲覧履歴，撮影した写

真のメタ情報など，多種多様なライフ

ログが蓄積されることが想定されるた

め，これらを統一的に扱える必要があ

ります．また，今後新たに登場するか

もしれない未知のセンサ機器や新たな

サービスによって提供される情報など，

当該データベースに蓄積すべきライフ

ログの種類は今後も増加していくこと

が予想されます．

このように，ライフログ蓄積データ

ベースは，さまざまな種類のライフロ

グを統一的に扱うことができ，新たな

ライフログ項目の追加にも柔軟に対応

可能なテーブル構造であることが求め

られます．そこで，キーと値というシ

ンプルな構成でスケーラビリティがある

といわれている「Key-Value Store」

を参考にしたテーブル構造を採用して

います．例えば，図４のように新たな

ライフログ項目「現在位置」を追加す

る場合，既存テーブルに対する「カラ

ム追加」ではなく，「レコード追加」と

して対応できるため，途中でライフロ
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図４　新たなライフログ項目の追加への対応 
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図３　LLMSの構成 
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グ蓄積データベースのテーブル構造を

変更する必要がありません．

ライフログの追加・更新・削除

ユーザから受信したライフログは，ロ

グ情報として追記型でライフログ蓄積

データベースに保存されます．追記型

で保存したライフログは，原則として

参照のみの利用となります．しかし，

保存済みのライフログの値を後から変

更したいという要求や，ライフログを

削除したいという要求も考えられるた

め，ライフログ蓄積データベースでは，

ユーザから受信したライフログに加え

て，「更新時刻」と「削除フラグ」と

いう項目をシステム管理情報として保

持しています．

例えば，ライフログのデータを新た

に追加する場合（図５（a））は，デー

タ追加時の時刻（T2）を「更新時刻」

にセットし，「削除フラグ」を“なし”

にした行を追加します．

ライフログの値を変更する場合（図

5（b））は，「更新時刻」がT2のデータ

の「削除フラグ」を“なし”から“あ

り”に変更して該当する行データを論

理的に削除された状態にします．さら

にライフログ項目の値をAからBに変更

し，「更新時刻」にデータ更新時の時

刻（T3）をセットし，「削除フラグ」

を“なし”にした行を追加します．

ライフログを削除する場合（図5

（c））は，図5（b）と同様に「更新時

刻」がT3のデータの「削除フラグ」を

“なし”から“あり”に変更して該当

する行データを論理的に削除された状

態にします．さらにライフログ項目の

値は変更せずに，「更新時刻」にデー

タ削除時の時刻（T4）をセットし，

「削除フラグ」を“あり”にした行を追

加します．

このように，「更新時刻」はライフ

ログの追加，更新，削除時にその時点

の時刻を履歴として記録することがで

きます．また，「削除フラグ」により論

理的に削除された状態をつくり，ライ

フログの更新や削除に対応しながら

データの操作履歴自体もライフログと

して残せるようになっています．

今後の取り組み

現在，GPS機能付きの携帯端末か

ら取得したライフログを活用するサー

ビスの例として，ユーザのコンテキスト

情報に応じたグルメ情報レコメンド

サービスのフィールド実験に取り組ん

でいます．

今後は，フィールド実験に取り組み

ながら大規模サービスへの適用に向け

たさらなる技術開発を推進していき

ます．

（後列左から）長谷川 知洋/ 内藤 一兵衛/

毛受 崇

（前列左から）松田 基弘/ 赤間 浩樹/

山室 雅司

ライフログを活用した新たなサービス創
出を支える基盤技術の研究開発に今後も取
り組んでいきます．
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図５　ライフログの追加・更新・削除 
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