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ライフログ活用サービスの基盤技術

レストランレコメンドサービス

インターネットサイト，携帯サイト

を中心に，レストランを検索・レコメ

ンドするサービスが活況を呈していま

す．その代表的な機能は，ユーザに住

所やジャンルといった情報を入力して

もらい，入力情報にマッチする店舗を

提示するというものです．また，GPS

搭載携帯端末向けに，ユーザの所在地

付近の店舗を表示するサービスも実現

されています．

ライフログを活用した高度なレス

トランレコメンド

NTTサイバーソリューション研究所

は，人に関するライフログを活用する

ことで，ユーザのTPOにフィットする，

さらに高度なレストランレコメンドの実

現を目指します．

目標とするサービスの具体例として

は，以下のようなものがあります．

（1） ユーザごとに異なるグルメ嗜好

を把握し，ユーザが満足する可能

性の高いレストランを上位にレコ

メンド（図１）．

（2） 複数のユーザが一緒にいること

を検知し，全員がほどよく満足す

るレストランをレコメンド（図１）．

（3） 現在位置付近のみならず，次に

行きそうな場所を推定し，一歩先

回りしてのレストランレコメンド

（図２）．

私たちはこれらのサービスを，GPS

搭載のスマートフォンユーザ向けに実

現することから試みました．

システムの構成

図３にシステムの全体構成を示し

ます．

まず，ユーザが携帯する端末として，

レストランレコメンドに関する操作性

や視認性，および開発容易性から，

Android端末を選定しました．本端末

は，レストラン情報の閲覧だけでなく，

GPSや方位，加速度や端末操作履歴

など多様なログの取得も可能です．

端末操作履歴は，興味を持ったレ

ストランの詳細画面などをユーザが見

た際に取得され，ユーザ理解サーバに

送信されます．ユーザ理解サーバは，

このログを利用し，ユーザ嗜好把握処

理を行います．また，GPS情報は数秒

ライフログを活用したレストランレコメンド
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端末を操作しているうちに， 
いつの間にかあなたの 
グルメ嗜好を把握し， 
お店をお薦め． 

友人が近づいてくると 
自動的に検知し， 

お店の順位 
が一変！ 

あなたと友人が 
ともに満足するお店を 
お薦めします． 

A店（カレー） 

わたし みんな わたし 花子 

B店（うどん） 

C店（ラーメン） A店（カレー） 

X店（イタリアン） 

Y店（フレンチ） 

図１　ユーザ嗜好の把握，同行検知による重ね合せ 
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から数分の周期で取得され，ライフロ

グ分散蓄積処理基盤（LLMS）に送

信されます．LLMSはこのログを利用

し，移動手段判定処理，滞在地抽出

処理，同行判定処理，特徴滞在地パ

ターン抽出処理，目的地予測処理，

平日・非平日判定処理を行います．

なお，ユーザ理解サーバは，生成され

たライフログ群を用いてユーザのTPO

にフィットしたレストランを検索し，端

末に送信する機能も有しています．

ライフログ生成機能

以下に，本システムで生成する各種

ライフログ群を列挙します．

（1） ユーザ嗜好

ユーザの嗜好を把握するため，本シ

ステムは対象領域の概念構造を用いま

す．例えば図４の例では，“とんかつ”

は肉料理であり，和食であり，揚げ物

であることを表しています．ユーザが

“とんかつ”を選択した場合，１回の

操作では“和食”“肉料理”“揚げ物”

のいずれの嗜好に応じて“とんかつ”

を選択したのか分かりませんが，複数

の履歴を重ねることにより，出現傾向

を把握することができ，“和食好き”な

どの嗜好が把握できます．また，ユー

ザの嗜好への追従・誤学習などへの対

策として，学習した嗜好を少しずつ忘

却する仕組みも備えました．

本システムにおいて，嗜好把握は時

間帯ごとに行われます．これにより，

“昼は和食，麺類”“夜は居酒屋”と

いった時間帯に応じた嗜好把握を行っ

ています．

H店（ベトナム料理） 

現在地 

目的地 

予測モードでは，電車乗車時 
次の目的地が推定できると 
地図画面が切り替わります． 

わたし みんな 

I店（タイ料理） 

J店（カレー） 

図２　目的地予測 

Android端末 

操作履歴，各種条件 

店舗リスト 

ユーザ理解モデル作成 

ユーザ理解モデル利用 

ユーザ理解サーバ 

兼店舗検索サーバ 

ライフログ分散蓄積処理基盤（LLMS） 

移動手段判定 特徴滞在地パターン抽出 

平日・非平日判定 

目的地予測 
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店舗情報 

コンテンツデータベース 

GPS

図３　システム構成とライフログ生成処理 
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（2） 同行判定

GPS情報を基に同行判定を行う際，

例えば高層ビル付近で取得された緯度

経度情報の精度が低く，結果として同

行判定が困難な場合があるという問題

がありました．この問題を解決するた

めに，GPS情報に付随する信頼度情

報を利用した新たな指標を定義するこ

とで，緯度経度情報のみを用いた同行

判定に比べて高い正解率を実現してい

ます（図５）．

（3） 特徴滞在地パターン抽出

GPS情報をある程度長い期間（１

週間程度）取得していると，そこか

らユーザごとに異なる特徴的な行動パ

ターンがみえてきます（図６）．本シス

テムでは，GPS情報履歴を基に滞在地

（住所）の履歴を抽出した後，系列パ

ターンマイニング処理およびしきい値

処理を施すことで，特徴的な滞在地パ

ターンを抽出しています．

（4） 目的地予測

滞在地パターンと現在位置・時刻を

突合することで，次に行きそうな場所

（目的地）を推定します（図６）．今

回の実験では，現在位置だけでなく，

目的地付近のレストラン情報をレコメ

ンドする機能を実現しました．

（5） 平日・非平日

目的地予測を行う際，定型パター

ンにない滞在地では，予測精度が高く

なり得ないことが判明しましたので，目

的地予測を行う日がそもそも平日（定

型パターン）かそうでないかを自動判

別する処理を，滞在地履歴などとサ

ポートベクターマシン（SVM）を利用

することで実現しました（図７）．

飲食店 

強度情報（ユーザごとに管理） 

1

23

5

4

4

店1 店2 店3 店4 店5

3 2

和食 肉料理 揚げ物 

寿司 

操作履歴 

多様なコン
テキストに

依存したモ
デル 

夜の嗜好平
均 

30歳男性の
嗜好平均 

明示的嗜好
 Aさんのモデル 
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やきとり とんかつ 唐揚げ てんぷら 

ユーザは「“肉料理”より“和食”を重視し， 
“和食”の中では“寿司”より“とんかつ”を重視する」 

図４　嗜好の把握 
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フィールド実験の概要

2009年８，９月（第１回），および

2010年２月（第２回），NTTコミュニ

ケーションズおよびNTTレゾナントと

ともに，本システムを用いて一般ユー

ザを対象としたフィールド実験を実施

しました．

第１回実験では９ジャンル（学生，

営業職，グルメ好きなど）50名の方

に，第２回では十数名の方に，

Android端末を配布し，本レコメンド

サービスを約１カ月間ずつ利用いただ

きました．

実験後のアンケートやヒアリングの

結果，９割を超えるユーザより「サー

ビス継続の要望」，６割強のユーザよ

り「既存のレストランレコメンドサー

ビスに対する優位性・有用性を実感し

た」というコメントをいただきました．

また，有用性を実感したという反面，

「ユーザ嗜好の把握や目的地予測結果

についてはさらなる精度向上の要望」

もありました．特にレストランレコメン

ドの場合には，多分に気分や状況に

左右されるため，より詳細なユーザ状

態の把握が必要であるとの知見を得

ました．

今後の予定

２度にわたるフィールド実験の結果

を踏まえ，各ライフログ生成技術の精

度向上とバリエーションの増大によ

り，ユーザをより深く理解できるエン

ジンの実現を目指し，研究開発を進

めていきます．

（後列左から）手塚 博久/ 武藤 伸洋/

阿部 匡伸/ 伊藤 浩二

（前列左から）瀬古 俊一/ 村山 卓弥/

西野 正彬

ライフログを活用した新たなサービス創
出を支える技術の研究開発に今後も取り組
んでいきます．

◆問い合わせ先
NTTサイバーソリューション研究所
ヒューマンアプライアンスプロジェクト
TEL 046-859-3557
FAX 046-859-5505
E-mail lpg-soa-sl lab.ntt.co.jp

頻出滞在地パターン集合 
（系列マイニングで獲得） 

●③現在位置・時刻と特徴パターンを基に，次なる目的地を予測 
　例：「三鷹」の次は，「田町」がもっともいそうな場所． 
　　　次に可能性が高いのは「日比谷」． 

しきい値超え 
パターン抽出 

特徴滞在地 
パターン集合 

①パターン集合を参照し， 
　出現頻度しきい値を決定 

②出現頻度が 
　しきい値を超える 
　パターンを抽出 

出現頻度しきい 
値決定 

〈三鷹，吉祥寺〉， 
〈三鷹，日比谷〉， 
〈日比谷，新宿〉， 

〈三鷹，新宿，田町〉， 
〈三鷹，田町，品川〉 

図６　特徴滞在地パターン抽出と目的地予測 

…
 〈三鷹，日比谷〉， 

〈三鷹，田町，品川〉 …
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平日の定義：おおむね７割程度で起きる滞在地・移動手段の時系列パターン 
非平日の定義：平日でない日（例：出張した日，年休日等） 

平日，非平日の割合をあらかじめ決めておくことで， 
各データへのアノテーションなしに識別平面を学習 

図７　平日・非平日判定 

平日パターン 
で予測 

非平日パターン 
で予測 


