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概要：スマートフォン向けアプリケーションの爆発的な増加に伴い，ユーザは自身の目的に合ったアプリ
ケーションを発見する事が困難になりつつある．一方で，状況に応じて利用されるアプリケーションの傾

向は変化するため，その場の状況に応じてアプリケーションを推薦することで，ユーザがスマートフォン
をより有効に利用できるものと考えられる．そこで，筆者らの研究グループでは，
「どこにいるか」
，
「何を
しているか」，
「誰といるか」，
「気分はどうか」などといった様々なコンテキスト情報とアプリケーション

の利用履歴を紐付けしたログを収集するシステム「こんてきすとモンスター」を実装，配布し，360 人の
一般ユーザからログを収集した．収集したログを基に，ユーザの現在のコンテキストに応じてアプリケー

ションを推薦するシステムを試作した．推薦方法として，単純にアプリケーションの利用頻度に基づいた
「ログベース推薦」と，予め抽出したコンテキストとアプリケーションの特徴的な組合せに基づいた「ルー
ルベース推薦」の 2 種類の方法を採用した．本稿では，実装したアプリケーション利用ログ収集システム
と，試作した推薦システムの詳細について述べる．

1. はじめに

いているか止まっているか等の状態を推測している．しか
し，センサから自動的に得られる情報のみから推測でき

近年，iOS や Android, Windows Phone などの高性能な

るユーザのコンテキストには限りがある．そして，アプリ

OS を搭載したスマートフォンが広く普及しており，携帯

ケーションの利用傾向に影響を与えると考えられるコンテ

端末で利用可能なアプリケーションが爆発的に増加して

キストは「誰と一緒にいるか」，
「気分はどうか」，
「疲れて

いる．それに伴い，ユーザはマーケット上の膨大なアプリ

いるか」，
「何をしているか」などといった，センサからは

ケーションの中から，自分にとって有用なアプリケーショ

推測が困難なコンテキストが多数関係しているものと考え

ンを選び出すことが困難になりつつある．

られる．

一方，スマートフォンはユーザがいつでもどこでも持ち

そこで筆者らは，センサからは推測が困難なコンテキス

歩くものであるため，ユーザが置かれている状況（以下，

トとアプリケーションの利用傾向の関連性を明らかにし，

コンテキストと呼ぶ）によって，必要とされるアプリケー

様々なコンテキストの影響を考慮したアプリケーション

ションも変化すると考えられる．例えば，旅行先では，地

推薦システムを構築することを目的として，研究を行って

図アプリケーションなどがよく利用され，友人と外出して

いる．

いるときには，飲食店検索などがよく利用されると考えら

推薦システムの実現に向けて，端末に搭載されたセンサ

れる．このようなコンテキストによるアプリケーションの

のみでは取得できないようなコンテキストと利用アプリ

利用傾向の違いは，アプリケーション推薦を行う上で重要

ケーションの関連性の調査を行った [4]．具体的には，「人

な要因と考えられる．

と一緒にいるか」
，
「気分はどうか」などの質問に答えても

スマートフォンに搭載されたセンサから得られるコンテ

らう形式でユーザからコンテキストに関する情報を収集す

キスト情報を利用して，アプリケーションを推薦する研究

る一方で，バックグラウンドプロセスを用いてユーザのス

は既にいくつか行われている [2], [5], [6]．これらの研究は

マートフォン上のアプリケーションの利用履歴を収集する

いずれも，GPS によりユーザが自宅に居るか，職場にい

システムを実装した．このシステムを 36 人の被験者に配

るかを推測したり，加速度センサから得られる値から，歩

布し，2 週間のデータ収集実験を行った．その結果，約 4 万
件のログデータを収集した．しかし，単純な質問形式のシ
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ステムでは実験の規模や期間に限界がある．そこで，より

多くのユーザに継続的にデータ収集に協力してもらうため
に，状況に関する質問に回答する対価としてキャラクター
を育成する形式のゲーム要素をシステムに付加し，
「こんて
きすとモンスター」というタイトルで Google Play*1 に公
開した [3]．このシステムを用いて 2012 年 10 月よりデー
タ収集を始めた結果，2013 年 9 月までに累計 360 人のユー
ザから合計約 43 万件のアプリケーション利用履歴を収集
している．
本稿では，これまでに収集したアプリケーション利用履
歴を基にして，ユーザコンテキストを考慮した単純なアプ
リケーション推薦システムを試作した．次節からは実装し
たログ収集システムと推薦システムの詳細について述べる．

2. ログ収集システム
筆者らの研究グループでは，アプリケーションとそのア
プリケーションが使用されやすいコンテキストを関連付け
るためのデータを収集するために，ログ収集システムを実
装した．ログ収集システムでは，ユーザに対してコンテキ
ストに関する質問を定期的に行いながら，バックグラウン
ドプロセスでユーザの端末にインストールされているアプ
リケーションの利用履歴を収集する．

2.1 コンテキストに関する質問
本システムではユーザに対してコンテキストに関する

図 1

コンテキストに関する質問に回答する画面の例

質問を定期的に行う．質問は，アプリケーションの使い分
けに影響を与えると考えられるものを 5 つ選んだ．また，

( 4 ) 誰と一緒にいるか（有効時間：2 時間）

ユーザが回答したコンテキストの状態は一定時間継続する

まず何人と一緒にいるのかを，選択肢から回答する

ものと仮定し，それぞれの質問項目ごとに有効時間を設定

（一人でいる場合には，
「誰とも一緒にいない」を選択

した．そして有効時間が切れた時には，ポップアップによ

して終了）
．その後，
「友人」
，
「上司」
，
「家族」
，
「恋人」

る割込みが発生し，コンテキストに関する質問がその都度

などの選択肢からユーザと一緒にいる人のカテゴリを

表示される．このようにして，ユーザはシステムから行わ

一つまたは複数選択する．

れる質問に従って回答を続けていれば，システム上でユー

( 5 ) 何をしているか（有効時間：2 時間）

ザの状況が常に最新の状態に更新される．本システムにお

「仕事」
，
「休憩」
，
「食事」
，
「読書」などの選択肢から，

ける質問の各項目について，詳細を以下に示す．

ユーザが現在行なっている活動に合うものを一つ選択

( 1 ) 今日は何をするか（有効時間：1 日）

する．

「仕事」
，
「休み」
，
「出張」
，
「旅行」などの選択肢から，
その日に主に行うものを一つ選択する．

( 2 ) 調子はどうか（有効時間：4 時間）

用意された選択肢から回答を選ぶ形式の質問について
は，選択肢の最後に「追加」という項が用意されており，
ユーザの現在の状況を表す選択肢がないときには新しく追

病気の度合い，疲労度，気分の明るさ，忙しさを表す

加することができる．また，ユーザの過去の回答から，よ

4 つのスライダーを調節することで，それぞれ 100 段

く選択する選択肢を上位に表示し，操作の手間を軽減させ

階で度合いを回答する．

る．質問に回答する画面の例を図 1 に示す．

( 3 ) どこにいるか（有効時間：3 時間）
「自宅」，
「仕事先」
，
「旅行先」
，
「レストラン」などの
選択肢から，ユーザが現在いる場所に合うものを一つ
選択する．
*1

こんてきすとモンスター
<https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.commojun.contextcollector2>

2.2 アプリケーション利用履歴の収集
本システムではバックグラウンドプロセスを利用して，
ユーザの端末にインストールされているアプリケーション
の利用履歴を常時記録し続ける．Android OS では，画面
の最前面にあるアプリケーションの ID を他のアプリケー
ションのプロセスが読み取ることが可能である．そこで，

時刻

表 1 収集するログのイメージ
アプリ
場所
同伴者
活動

12:00

Facebook

学校

友人

食事

12:10

Twitter

学校

友人，先生

休憩

キャラクタを成長させ，姿や性格を変化させる機能を
...

提供した．

...

2.4 システム利用の流れ
本節では，機能拡張を行ったログ収集システムの具体的

最前面のアプリケーションの ID を常に観察し続けるバッ

な利用の流れについて説明を行う．具体的には，本システ

クグラウンドプロセスを常時起動し，アプリケーション ID

ムをユーザが能動的に起動した場合の利用の流れと，他の

が変化することをアプリケーションの起動とみなして，そ

アプリケーションを利用している時のシステムの挙動の 2

のときのアプリケーション ID と利用時刻をデータベース

つの場合について説明を行う．

に格納する仕組みを実装した．

2.4.1 システム起動時

本研究ではアプリケーションとコンテキストの関連性を

本システムを起動すると，図 2 に示すように，育成中の

調査することを目的としている．そのため，プライバシレ

キャラクタが画面中央に表示される．キャラクタは，成長

ベルの高い情報である，名前や電話番号といった個人情報

段階や経験値ゲージの割合に応じて異なるメッセージを発

や，コミュニケーション履歴，Web 閲覧履歴などのアプリ

言する．画面下部には，他の画面へ遷移するためのボタン

ケーション内部の情報は収集していない．

が用意されており，
「様子」のボタンを選択すると，コンテ

以上のようにして，利用されたアプリケーションと，セ

キストの回答状況と残りの有効時間を確認できる画面へと

ンサからは推測が困難なコンテキストを結びつけたログを

遷移する（図 3 ）
．この画面では，コンテキストの回答状況

収集した．収集したログのイメージを表 1 に示す．収集し

とともに，キャラクタの成長状況についても確認ができる．

たログは一時的に端末内のデータベースに保存され，数時

「ごはん」のボタンを選択すると，図 1 に示したコンテキ

間に一度の周期で定期的に Web 上のサーバに送信される．

ストに関する質問に回答するための画面に遷移し，ユーザ
が自発的にコンテキストに関する質問に回答できる．「図

2.3 育成ゲーム要素
単純なログ収集システムでは，日常生活の中でシステム

鑑」のボタンを選択すると，育成するキャラクタの選択画
面へ遷移する．

からの質問に定期的に回答をすることがユーザにとって負

経験値ポイントがゲージ最大まで溜まると，キャラクタ

担となる．そこで，システムにキャラクタを育成する形式

を表示する画面に「Level Up!」というボタンが現れ，それ

のゲーム要素を付加することで，ユーザに対するインセン

を選択することで，図 4 のようにキャラクタが成長するイ

ティブを提供する仕組みを実現した．具体的には以下の様

ベントが発生する．

な機能を付加した．

2.4.2 他のアプリケーション利用時

• ユーザが質問に回答を行うと，ゲーム内の育成キャラ

ユーザが任意のアプリケーションを起動すると，アプリ

クタに経験値ポイントが溜まる機能

ケーション利用ログを収集するバックグラウンドプロセス

ユーザが質問へ回答する負担への対価は，即時的に支

が，起動したアプリケーションの名前と，その時刻をデー

払われることが効果的であると考えられる．そこで，

タベースへ登録する．ユーザの作業中，コンテキストに関

ゲーム内のポイントとしてキャラクタに経験値の概念

する質問の有効時間が切れると，育成中のキャラクタがコ

を導入し，ユーザがコンテキストに関する質問に回答

ンテキストに関する質問への回答を促すポップアップによ

すると，経験値が溜まる機能を提供した．ここでは，

る割込みが発生し，質問へ回答するための画面が表示され

キャラクタに対してえさを与えるという行動を，コン

る．ユーザがポップアップを消去したり，途中で質問への

テキストに関する質問への回答に対応させた．また，

回答をやめたりしても，画面上部の通知バーにメッセージ

図 1 の上部にあるように，コンテキストに関する質問

が表示され，図 5 のように通知領域に質問の回答画面への

を提示する画面には常に経験値ゲージを表示し，ユー

リンクが表示される．リンクを選択することでユーザはす

ザが質問に回答を行うごとに経験値ポイントがどれほ

ぐに質問の回答に戻ることができる．

ど溜まったのかをすぐに確認できるよう可視化する．

• 経験値ポイントがある程度まで溜まったとき，キャラ

以上のようにして機能を拡張したログ収集システムを，
「こんてきすとモンスター」というタイトルで Android OS

クタが成長するイベントが発生する機能

向けのアプリケーションマーケットである Google play に

システムによるユーザの負担への対価として，単調に

公開した．

対価を支払うだけでなく，ある程度まで溜まった時に

3. 収集したログデータ

大きな対価を支払うことで，ユーザに大きな達成感を
与えることが有効であると考えられる．そこで，経験

2 節で説明したシステムを 2012 年 10 月より公開し，2013

値ポイントがある程度まで溜まったときに，育成中の

年 9 月までの間に累計 360 人のユーザから，約 43 万件の

図 2

キャラクタ表示画面

図 3

質問への回答状況の確認画面

図 4

キャラクタの成長イベント

新たな機能として追加した．本推薦システムでは，ユーザ
のおかれる様々な状況下で実際に利用されたことを根拠と
してアプリケーションの推薦を行う．
推薦の入力として，コンテキストに関する質問に対する
ユーザの現在の回答の組合せを利用する．例えば，「今日
は何をするか」，
「どこにいるか」，
「誰と一緒にいるか」と
いう質問に対して，
「仕事」
，
「仕事先」
，
「上司，同僚」
，
「休
憩」という回答が得られていた場合には，「仕事」，「仕事
先」
，
「上司」，
「同僚」
，
「休憩」といったキーワード列が推
薦システムへの入力として与えられる．また，「調子はど
うか」という質問には，100 段階の階調値を 3 段階に離散
化し，それぞれの階調値を「良い」
，
「普通」，
「悪い」とラ
ベルを付け，推薦システムへ入力するキーワードとした．
推薦システムを起動すると，入力となるキーワード列を
図 5

通知領域に表示される質問回答画面へのリンク

表 2
累計ユーザ数

収集したログデータ

利用してアプリケーション利用ログのフィルタリングが行
われる．次にフィルタリングにより抽出されたログから，

360 人

アプリケーション利用ログ

約 43 万件

コンテキストと結び付けられたログ

約 12 万件

アプリケーション利用ログを収集した．そのうち約 31 万
件は，コンテキストの有効時間がすべて切れた状態で利用
されたものであったため，コンテキストとの結びつけはな
されていない．結果的に約 12 万件がコンテキストと結び
付けられたアプリケーション利用ログとなった（表 2）．

4. 推薦システムの試作
本研究では，収集したログデータを基にしてアプリケー
ション推薦システムの試作を，こんてきすとモンスターの

アプリケーションごとのスコアが集計され，ランキング形
式でアプリケーションの推薦リストが出力される．
入力情報は，こんてきすとモンスターからの通知に従っ
て質問に回答していれば，常に最新の状態で管理されてい
るため，ユーザはこんてきすとモンスターのメニューから
アプリケーション推薦を選択するだけで，その時のコンテ
キストを考慮した推薦を受けることができる．
推薦の手法として，アプリケーション利用ログを参照し
て単純に利用頻度に基づいて推薦を行う「ログベース推薦
（人気順・状況一致順）
」と，アソシエーション分析 [1] を利
用して，特徴的なアプリケーション利用ログのルールを抽
出した後に推薦を行う「ルールベース推薦（おすすめ順）」
の 2 種類の手法を試作した．いずれの手法においても，ア

ション利用ログから OR 検索によって表 3 のようなログが
抽出されたとする．このとき，各ログに対して一致したコ
ンテキストのヒット数が与えられる．そして，アプリケー
ションごとにヒット数を集約し，推薦リストの作成に利用
するための最終的なスコアを集計する．
スコアを集計する方法として，本稿ではニつの方法を試
作した．一つは，抽出したログに与えられたヒット数の合
計値をスコアとする方法である．この方法では，該当する
コンテキストで最もよく利用されるアプリケーションが上
位にランキングされると考えられる．しかし，どのような
コンテキストでも高頻度で利用されるようなアプリケー
ションは，推薦システムの入力に関わらず常に上位にラン
キングされてしまう可能性がある．もう一方は，ヒット数
の平均値をスコアとする方法である．この方法は，抽出さ
れたログデータの件数よりも入力されたコンテキストに一
致する度合いを重視するため，入力に応じてよりバリエー
ションのあるランキングが生成されると考えられる．前者
のスコアリング方法による推薦を，
「人気順」
，後者を「状
況一致順」として試作した．

4.2 ルールベース推薦
ルールベース推薦は，ショッピングサイト等の推薦シス
テムでよく用いられるようなアソシエーション分析をアプ
図 6

リケーション利用ログに適用することで，コンテキストと

アプリケーション推薦の表示例

表 3 ログデータの抽出とヒット数の計算例
アプリケーション
コンテキスト
ヒット数

Facebook

学校，一人，勉強

1

Facebook

旅行，友人，休憩

1

twitter

仕事，同僚，上司，休憩

2

twitter

休み，自宅，一人，休憩

2

ゲーム

仕事，一人，休憩

3

アプリケーションの特徴的な組合せをあらかじめ抽出した
上で推薦を行う方法である．
アソシエーション分析は，例えば，ショッピングサイト
やスーパーマーケット，コンビニエンスストア等で生成さ
れている商品の購買履歴のログの中から，同時に購入され
る商品の特徴的なルールを抽出する際に用いられる．ルー
ルは，A ⇒ B の形式で表現され，A は条件部，B は結論
部と呼ばれる．このルールは，事象 A が生じた時に，事

プリケーションごとにスコアを集計し，ランキングを提示

象 B が生じるということを意味する．商品の購買履歴に

することにより推薦を行う．推薦結果の画面の例を図 6 に

に対してアソシエーション分析を行う場合には，例えば，

示す．

{ ビール, ソーセージ } ⇒ { オムツ } といったように，条

件部は単独のアイテムまたはアイテム集合，結論部は単

4.1 ログベース推薦

独のアイテムで表現されることが多い．また，抽出された

ログベース推薦では，アプリケーション利用ログを事前

個々のルールには，ルールの有用性を評価するための指標

に加工せずに，ユーザのコンテキストに当てはまるものを

として，信頼度 (support)，確信度 (conf idence)，リフト

抽出し，スコアを集計することで推薦を行う．

値 (lif t) が与えられる．ルール A ⇒ B に対するそれぞれ

具体的なプロセスは次の通りである．まず，推薦システ

の指標は以下の式で定義される．

ムへの入力となるキーワード列をクエリとして，全ユー
ザのアプリケーション利用ログを対象に OR 検索を行い，
キーワード列と 1 つでも一致が見られるアプリケーション
利用ログを抽出する．次に，抽出したアプリケーション利
用ログを集計することでアプリケーションごとのスコアを
算出し，推薦リストを作成する．例えば，入力キーワード
列が「仕事」
，
「一人」
，
「休憩」であったとき，アプリケー

N (A ∩ B)
M
support(A ⇒ B)
conf idence(A ⇒ B) =
support(A)
conf idence(A ⇒ B)
lif t(A ⇒ B) =
support(B)
support(A ⇒ B) =

(1)
(2)
(3)

N (X) は，事象 X が発生しているログの数，M は全ロ

本研究の一部は，マイクロソフトアジア研究所の研究助

グの総数である．信頼度は，事象 A と事象 B の同時確率

成，および文部科学省国家課題対応型研究開発推進事業 −

を意味している．確信度は，A と B の同時確率から A の

次世代 IT 基盤構築のための研究開発−「社会システム・

発生確率で割ったものであり，条件 A が与えられた時の B

サービスの最適化のための IT 統合システムの構築」
（2012

の条件付き確率を意味している．すなわち確信度は，条件

年度〜2016 年度）の助成によるものである．ここに記して

部と帰結部のつながりの強さを表しており，この値の高い

謝意を表す．

ルールを抽出することで単純な協調フィルタリングを実装
することができる．リフト値は，確信度をさらに B の発生
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