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次世代Webプラットフォーム

パーソナル情報スタイル

情報大爆発時代となった現代におい

て，ユーザにとって魅力のあるコンテ

ンツやWebサービスが急激に増大して

きています．一方，スマートフォンや

タブレット端末の普及により，今まで

Web上の情報にほとんどアクセスしな

かった人々もWebサービスを利用し始

め，ユーザ層が確実に広がってきてい

ます．

このように，端末の使い勝手の向上

などによって，ユーザがWeb上のコン

テンツやサービスを気軽に利用できる

環境が整ってきています．しかし，個

人個人が膨大な情報の中からそのとき

に欲しいコンテンツやWebサービスを

誰もが手軽に見つけ出せる環境には

なっていません．例えば，検索エンジ

ンに入力すべき適切なキーワードを組

み合わせられる人とそうでない人では，

取得できる情報に差が生じます．した

がって，膨大なコンテンツやWebサー

ビスの中から必要な情報を探し出すこ

とはユーザのスキルやITリテラシに依

存するという問題があります．

そこで本稿では，コンテンツやサー

ビスのほうからユーザに近づくユーザ

セントリックな情報取得環境に向けた，

パーソナル情報スタイルを紹介します．

パーソナル情報スタイルは，ユーザの

プロファイル，コンテキスト，デバイス

環境などに合わせてコンテンツやサー

ビスの提供を行います．ユーザがコン

テンツやサービスに近づく努力をしな

くても，それらの情報からユーザへ近

づいてくることによりユーザの負担を

軽減し，スキルやITリテラシに依存し

ない情報取得環境を実現します．

アプローチ

まずパーソナル情報スタイルを実現

するために，くさび方式によってユー

ザとコンテンツを結び付けます（図

１）．従来は図１（a）のように，ユーザ

が自ら好みのコンテンツやWebサー

ビスを能動的に探索し，リクエストさ

れたコンテンツのみをリクエスト元のデ

バイスへ届けるという形態でした．提

案アプローチでは，図１（b）のように

ユーザの所持するデバイスとコンテンツ

との間にくさびを打ちます．くさび方

式とは，ユーザ所有のデバイスから

Web上の情報へアクセスする際のゲー

トウェイ的な役割を果たし，Web上の

多様なコンテンツをユーザの特性やデ

バイス環境に応じたかたちでリーチさ

せる方式です．これにより，以下の３

つの利点が生まれます．

① 関連コンテンツをほかのメディ

アから複合的に提供：これまで

はユーザが指定した単一のメディ

アからコンテンツが提供されて

いましたが，くさびを打つことに

より，ユーザが興味を持つと思わ

れる関連するコンテンツをほかの

メディアから複合させて提供可能

となります．

② デザインやインタフェースを

ユーザごとにカスタマイズ：各メ

ディア単位で統一されていたデザ

インを，くさびを介することで，

ユーザごとにカスタマイズされたデ

ザインやインタフェースに変更す

ることが可能になります．また，

ユーザが所有しているデバイスを

マッシュアップ＊１することにより，

デバイス間で連動したコンテンツ

提示も可能になります．

③ サービス提供者へ無干渉：他

メディアと複合させてコンテンツ

を提供することはくさび側で実施

するため，サービス提供者側の

メディア提供インタフェースには

パーソナル情報スタイル

NTTサービスエボリューション研究所で開発したパーソナル情報スタイル
は，人それぞれのスタイルに合わせてカスタマイズされたIT利用環境を提供
する技術です．本稿では，その一例としてTVとタブレット端末を連携させ，
ユーザが視聴している映像コンテンツと関連する情報を手元の端末にさりげ
なく表示し，指先１つで関連情報がパーソナライズ可能な技術を紹介します．
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＊1 マッシュアップ：複数の異なる提供元の技
術やコンテンツを複合させて新しいサービ
スをかたちづくること．
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影響を与えません．

アーキテクチャ

くさび方式を実現するためのアーキ

テクチャを図２に示します．図２にお

ける情報スタイルエンジンがくさびの役

割を担い，コンテンツマッシュアップ＆

フィルタリングエンジン，デバイス間

双方向通信機能，感応ユーザインタ

フェースを有することでくさび方式を

実現します．

（1） コンテンツマッシュアップ＆フィ

ルタリングエンジン

ユーザの操作，あるいはユーザの特

性や所有するデバイスの環境を基に複

数のメディアからコンテンツを複合的

図１　パーソナル情報スタイルの実現アプローチ 
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図２　パーソナル情報スタイルのアーキテクチャ 
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に取得し，ユーザ所有のデバイスにそ

の結果を送る役割を果たします．これ

により，Web上に存在するコンテンツ

をマッシュアップしてユーザへ提供す

ることが可能になります．

（2） デバイス間双方向通信機能

ユーザ所有のデバイス間でデータの

送受信ができるよう，各々を双方向通

信で接続させる役割を果たします．双

方向通信で接続することにより，ある

デバイスで起きた事象をトリガとして

別のデバイス上にコンテンツを自動的

に表示するといったデバイス連携（デ

バイス間マッシュアップ）を可能にし

ます．

（3） 感応ユーザインタフェース

これまでのように情報を一方的に表

示するのではなく，ユーザの直接操作，

ライフスタイルに感応する役割を果た

します．ユーザ側で起きた変化に対し

て機敏に応じることにより，マッシュ

アップすべきコンテンツを適宜見直し，

その状況にあったコンテンツを表示可

能になります．

以上のように，ユーザの操作やデバ

イス状態の変化に応じてコンテンツを

マッシュアップし結果を提示，その結

果に対してのフィードバックを得て，さ

らにフィルタリングを行うといったサイ

クル動作を行います．この動作により，

くさび方式を実現します．

視聴中の映像と連動したコンテン

ツ推薦のユースケース

パーソナル情報スタイルのユースケー

スとして，視聴中の映像と連動させて

手元のスマートフォンやタブレットに，

映像に関連したコンテンツを表示する

システムを紹介します．このシステム

を利用することで，視聴中の映像で紹

介された飲食店に関する詳細情報の取

得や，出演者の著作物や着用している

アクセサリの購入サイトへのアクセス

などが，わざわざ能動的な検索を行わ

ずにできるようになります．本システム

はHTML５で実装しているため，広義

でのHTML５を用いた利点も合わせて

詳説します．

（1） システム全体像

視聴中の映像と連動したコンテンツ

推薦システムの全体像を図３に示しま

す．ユーザはデジタルTVとタブレット

端末を所持しており，これらの端末は

HTML５のWebSocket＊２により情

報スタイルエンジンサーバを介して双

方向通信が可能となっています．

WebSocketを用いることで，従来の

双方向通信に比べて通信トラフィック

軽減やWebサーバへの負荷軽減の効

果を得られます．情報スタイルエンジ

ンサーバはWeb上のさまざまなコンテ

ンツにアクセスでき，取得したコンテ

ンツはサーバ自身に一時蓄積できるよ

うになっています．以下に動作を詳説

します．

図３　視聴中の映像と連動したコンテンツ推薦システムの全体像 
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＊2 WebSocket：WebサーバとWebブラウザで
双方向通信を行うための規格．厳密には
HTML５より切り離された技術ですが，広
義としてのHTML５では一技術として扱わ
れています．
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ユーザがデジタルTV上で動画を選

択すると，その選択操作の情報が情報

スタイルエンジンサーバに送信されま

す．情報スタイルエンジンサーバは，

Web上から該当する映像データとその

映像に関するキーワードが書かれてい

るメタデータを取得します．映像デー

タはデジタルTVに送信され，再生が開

始されます．取得したメタデータは

DBped ia＊３などのLOD（Linked

Open Data）＊４への入力パラメータと

し，メタデータに関連するキーワード

をLODから取得します．メタデータは

必ずしも十分な量存在しているとは限

らないため，LODを介することで関連

キーワードを増やすという“拡張”を

行います．拡張したメタデータを用い

てWeb上のコンテンツを検索し，視聴

中の映像に関連したコンテンツを取得

します．取得した関連コンテンツをユー

ザの手元にあるタブレット端末上に表

示することで，ユーザは視聴中の映像

に関連したコンテンツを閲覧できます．

さらに，表示された関連コンテンツに

対して行ったユーザの操作が情報スタ

イルエンジンサーバにフィードバックさ

れます．このフィードバックに基づいて

新たな関連コンテンツを取得し，ユー

ザの操作に合わせて表示する関連コン

テンツを随時変更します．また，ユー

ザが視聴する動画を変更すると，上記

処理が再度行われ，新しい映像に関連

したコンテンツが提示されるようになり

ます．

（2） コンテンツ取捨選択ユーザイン

タフェース

ユーザの操作に対して機敏に感応し，

フィードバックサイクルを円滑にすべ

く，関連コンテンツの表示や操作イン

タフェースにも特徴があります．図４

は，表示された関連コンテンツを取捨

選択するためのユーザインタフェース

の表示画面と操作方法を示していま

す．このユーザインタフェースでは，関

＊3 DBpedia：Wikipediaの情報を抽出し，LOD
として公開するコミュニティプロジェク
ト．例えば「湘南」を入力データとすると
「江ノ島」や「由比ガ浜」といった関連す
る地名や，ゆかりのある著名人などのデー
タを取得できます．

＊4 LOD：コンピュータ処理に最適化された
データ集合をWeb上で公開する技術の総
称．関係したデータどうしは結び付くよう
構造化されており，URIで表現されます．
URIにアクセスすれば，そのデータに関連
する情報を取得できます．

図４　コンテンツ取捨選択ユーザインタフェース 
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連コンテンツをアイコンとして表示し，

そのアイコンをタップすることで詳細情

報を表示できます．コンテンツのアイ

コンは画面外からセンタサークルに

寄ってくるアニメーションにより自動

的に出現します．ユーザが何も操作し

なければ自然に画面外へと消えていき，

新たなコンテンツのアイコンが同様の

アニメーションで出現します．このよ

うな表示により，ユーザは詳細を知り

たいと思ったときだけ操作を行えばよ

く，レコメンド技術によくある押し付

けがましさを軽減することができます．

コンテンツのアイコンはタップだけでな

く，ドラッグアンドドロップ操作が可

能です．アイコンをセンタサークルの内

側に入れると，そのコンテンツに関連

した情報が画面外からセンタサークル

の円周上へ自動的に寄ってきます．こ

れにより，ユーザはキーワードを入力

しなくとも，気になったコンテンツのア

イコンを内側に入れ込んでいくだけで，

興味のあるコンテンツを簡単に収集で

きます．反対に，アイコンを画面外に

向かってはじくことで，そのコンテンツ

を強制的に消去できます．この操作も

情報スタイルエンジンサーバにフィー

ドバックされるため，システムにいらな

い情報を簡単に知らせることが可能で

す．このように，ユーザは寄せては返

すアイコンに対して，「中に入れる・は

じく」といった単純な操作だけで，興

味のあるコンテンツを簡単に探索する

ことが可能になります．

このユーザインタフェースもHTML５

で実装されています．図４に表示され

ているアイコンはWebから取得した際

は短形画像であるため，表示時にSVG

（Scalable Vector Graphics）＊５の

フィルタリング機能を用いて円形状に

トリミングを行っています．コンテンツ

のアイコン表示やアニメーションはすべ

てインラインSVG＊６として記述してい

るため，任意の表示状態をHTMLの

タグとして表現することも可能です．

これにより，HTMLタグを利用してほ

かのデバイスと連携を図るといった別

システムとも連動でき，拡張性を持た

せることができます．

今後の予定

今回はデジタルTVとの連携を行う

例を紹介しましたが，パーソナル情報

スタイルはTVに限らずデジタルサイ

ネージや位置情報などをトリガとして

関連コンテンツを提示するといった応

用もできます．なお，NTTぷららの映

像配信サービス「ひかりTV」におい

て，本技術を活用したサービスとして

「ながら見アシスト」が2012年11月よ

り提供されています．しかし，現時点

ではいくつかのコンテキストにしか対

応できず，図１で提案したくさび方式

の理想形にはまだ達していません．そ

こで，ユーザの特性・行動・趣味嗜

好，デバイスの環境・状態といった多

様なコンテキストに対しても感応し，

どんな状況でも最大のユーザエクスペ

リエンスを提供可能なサービス実現を

目指し，これからも研究開発を進めて

いきます．

（後列左から）小林 透/ 井原 雅行/

片岡 良治

（前列左から）瀬古 俊一/ 茂木 学

今後もお客さまにより良いユーザエクス
ペリエンスを体感いただける技術の研究開
発に取り組んでいきます．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
サービスハーモナイズプロジェクト
TEL 046-859-3574
FAX 046-859-5560
E-mail esp-sdg lab.ntt.co.jp

＊5 SVG：ベクターグラフィック形式の画像
フォーマットであり，XMLで記述されま
す．広義としてのHTML５の技術の１つと
して扱われています．

＊6 インラインSVG：画像ファイルとしての
SVGを読み込み表示するのではなく，直接
HTMLファイル内にタグとして直接記述し
て表示する方法．HTML５からインライン
記述による表示が可能となりました．


