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写真ライフログにおける検索クエリを用いた想起補助の基礎
的検討
久保田 彰1,a)

酒田 信親1

概要：カメラ付き携帯端末の普及に伴い，写真ライフログが実現可能になりつつある．写真ライフログは
スマートフォンだけで実現可能であり，1 日に多数の写真を投稿しているユーザが多い Facebook などはす
でにある種の写真ライフログといえる．しかし，写真ライフログは閲覧の際，写真撮影の意図や目的の想
起が困難となる問題が発生する．この問題を解決するため，ユーザが使用した検索クエリをライフログの
重要な要素の一つとして捉えた．写真撮影時の時間軸上の近傍で使用した検索クエリを写真と同時に提示
することで，撮影意図や目的などの内向的な行動理由の想起をユーザへ促すことを考えている．本稿では
検索クエリを写真と同時に提示することで想起されることに，どのようなものがあるかという基礎的検討
のために，検索クエリを導入したプリミティブな写真ライフログのアプリケーションを構築する．そして，
検索クエリの提示が撮影意図や目的などの内向的な行動理由の想起に与える影響を調査するための実験と
その結果を示す．

1. はじめに

1.1 写真ライフログ
写真ライフログの利点や問題点を明確にするため，他の

近年，スマートフォンをはじめとする多くの携帯端末に

アプローチで構築されたライフログと特徴を比較する．常

はカメラ機能が搭載されており，ユーザは撮影したいと思

時記録型のライフログでは，ユーザが装着したウェアラブ

うものを何時でも容易に写真に収められるようになった．

ルカメラや GPS 等により自動で情報が取得され蓄積され

また，センサの小型・高性能化により，小型デバイスの装

る．記録する情報は映像が主体となる場合が多く，映像を

着だけで自分の位置情報や健康状態などの情報が常時記録

見直すことでその日の出来事を詳細に想起できる．しか

できる．そして Cloud サービスを利用すれば，それらの

し，閲覧の際は映像を再生する必要があるため，記録され

データは複数のデバイス間で同期され，デバイスサイズや

た内容の確認には時間を要する場合もある．また，ユーザ

ストレージサイズに左右されず任意のデバイスで閲覧・共

は常にカメラ等のデバイスを常時装着する必要があるため，

有可能である．これらの技術の発展に伴い，ライフログの

ユーザの身体的負担や心理的抵抗は大きくなるといえる．

構築が容易となっている．

Food ログ [3] やレシートログ [4] は，食事やレシートな

ライフログとは，人間の生活や体験などを映像・音声・

どの特定の情報を写真で記録したライフログであり，蓄積

位置情報などとして記録したデジタルデータのことであ

した情報を利用して自己管理や情報推薦を行っている．蓄

る．ライフログの構築には様々なアプローチがある．相澤

積した写真は解析され整理されているため，閲覧の際は短

ら [1] や中村ら [2] のようにユーザの行動を常時記録した情

時間で効率よく必要な情報を確認できる．また，特定のデ

報で構築するものもあれば，特定の情報のみを記録し利用

バイスを装着し続ける必要が無いので，身体的負担は少な

するもの [3][4]，単にカメラによる写真を蓄積したもの [5]

いといえる．しかし，日常の様々な出来事を記録したい場

などがある．本研究ではこれらのアプローチのうち，カメ

合，この手法は利用できない．また，食事や購買の際，常

ラで撮影した写真を主体としたライフログ（以下，写真ラ

に写真の撮影を意識しておく必要があるため，心理的負担

イフログと呼ぶ）に注目している．

はある程度大きいといえる．
写真ライフログは，携帯端末のカメラやデジタルカメラ
などの手持ちカメラで撮影された写真を主体とし，撮影日
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時や撮影場所などの情報と共に蓄積される（図 1）
．思い出
の記録を目的として利用される場合が多く，近年のスマー
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トフォンの普及により実現が容易になりつつある．写真ラ

した研究を示す．

イフログは，ユーザが特別なデバイスを装着する必要が無

Gouveia ら [6] はウェアラブルカメラの写真，日時，位置

く，写真撮影を常に意識しておく必要も無いため，他のラ

情報，関わった人物の 4 種類の情報を比較し，どの情報が記

イフログに比べ，身体的・運用的・心理的負担が少ないラ

憶を想起させやすいか調査している．その結果，写真が最

イフログといえる．また，閲覧に掛かる時間は映像のもの

も記憶を想起させる情報であり，写真の補助として他の情

と比較して大幅に短く，写真から被写体の内容や撮影時の

報を提示することで想起が促進されることが示されている．

出来事を想起できれば効率よく閲覧できると考えられる．

このことから，写真ライフログでは写真を主体とし，他の

しかし，写真ライフログには，閲覧内容の想起が困難と

情報を写真の補助として提示する方法が適切だといえる．

なる場合があると考えている．写真ライフログで過去の出

Sellen ら [7] は SenseCam[8] によって撮影された写真と想

来事を想起する際，ユーザは撮影内容や撮影日時を手がか

起の関係を調査している．被験者の持つ SenceCam で手

りとすることになる．もし想起対象の写真が，何かの記念

動/自動で撮影した写真，被験者の同伴者が持つ SenceCam

日に撮影されたものや，観光地のランドマークと共に撮影

で手動/自動で撮影した写真の 4 種類で，それぞれの写真を

されたものである場合，その情報をもとに対象の写真が表

提示したときの想起の量を比較している．その結果，手動，

す内容を想起できると考えられる．しかし，時間経過によ

自動の撮影に関わらず，被験者が持つ SenseCam で撮影し

る忘却により，想起できる量は減少していく．また，写真

た写真は想起させやすく，時間経過による忘却は少ないこ

の内容や撮影日時に想起のきっかけとなる情報が少ない場

とが示されている．このことから，想起のために提示する

合，写真が表す内容の想起は困難であるといえる．さらに，

情報はユーザが直接扱ったものが望ましいと考えられる．

写真は映像のように撮影時の出来事を一連のエピソードと
して確認できないため，写真に関連する前後の出来事の想
起も困難となる問題が残ると我々は考えている．
このような問題を解決するために，写真や日時以外の情

2.2 写真ライフログで提示する情報
ライフログで利用されている情報を示すと共に，写真ラ
イフログにおける想起との関係について考察する．

報を写真と共に提示する方法がとられている．他の情報を

想起を促すための有用な手段として，当時の感情をイ

提示することで，想起に用いる情報の量が増え，想起が容

メージする方法 [9] がある．相澤ら [10] は脳波を測定し，

易になるといえる．本稿では写真と共に提示する情報とし

ユーザが何に興味を持ったかをライフログに反映させてい

て Web 検索時の入力語である検索クエリに注目し，検索

る．福本ら [11] は，微笑み，笑いを検知できるデバイスを

クエリが使用者の想起に与える影響を調査することを目的

装着し，ライフログのデータに面白さのタグを付与するこ

としている．検索クエリを写真ライフログに導入すること

とで，ユーザにとって興味深いシーンの抽出を実現してい

で，従来手法では困難だったユーザの思考内容の変遷をた

る．これらの研究のようにユーザの感情を取得し蓄積する

どる想起が可能であると考えている．

ことで，撮影時の感情を把握しながらライフログを閲覧で
きる．しかし，これらの研究ではユーザが特殊なデバイス
を常時装着する必要があり，身体的・心理的・社会的負担
が大きいといえる．そのため，負担の少なさを利点とする
写真ライフログには適さない．
ユーザに負担を感じさせずに情報を集める方法として，

Yang ら [12] は携帯端末に付属されているセンサに注目し
ている．携帯端末で撮影した写真には，Exif 情報として

GPS データが入力されており，写真撮影時の位置情報が
取得できる．Yang らはこのほかに，Wi-Fi による室内の
位置情報の取得や，Bluetooth による周囲の人物の把握を
行っており，これらの情報を写真や日時と共に提示するイ
ンタフェースを設計している．Chen ら [13] は PC 利用時
図 1

日付と写真によるライフログ

に操作したファイルに注目している．写真や時間，位置情
報の他に，ユーザの PC 操作履歴を提示することで想起を
補助している．これらの研究はユーザに対し負担無く情報

2. 関連研究
2.1 ライフログと想起
ライフログに蓄積された情報が想起に与える影響を調査
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を収集できる．しかしこれらは客観的情報であり，写真撮
影の意図や撮影時の思考過程の把握は困難である．
以上より，撮影意図や目的などの内向的な行動理由の想
起のために写真ライフログで提示する情報として適してい
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図 2

構築した撮影日時・撮影場所・検索クエリを表示する写真ライフログアプリケーション

るのは，負担の少なさを保ったまま自動で蓄積され，撮影

ユーザの思考内容を端的に表すキーワードであるといえ

意図や思考過程を把握できる，ユーザが直接関わった主体

る．また，検索クエリはユーザ自身が考え入力した言葉で

的な情報であると考えられる．そこで本研究では，これら

あり，前述の Google Search History 等を使うことで自動

の条件を満たすものとして検索クエリに注目し，これを写

的に蓄積される．このようなユーザが主体的に考え入力し

真と共に提示して想起を補助することを提案する．検索ク

た検索クエリを写真ライフログに導入することで，従来手

エリを提示することで，ユーザの思考内容の変遷を辿ると

法では困難だったユーザの思考内容の変遷をたどる想起が

いった想起が可能であるという仮説を本稿では検証する．

可能であると考えている．本研究では，写真ライフログに

3. 検索クエリ

おける基本的な情報である撮影日時，撮影場所のほかに，
検索クエリの表示を導入したプロトタイプを構築し，これ

検索クエリとは，Web 検索時に入力する単語や複合語の

をテストベッドとして評価することで検索クエリの提示が

ことである．近年，パソコンの普及や携帯端末のインター

ユーザの思考内容の変遷をたどる想起が可能であるかを検

ネット接続機能の一般化に伴い，検索クエリを入力する機

証する．

会は増加している．現在 Google が提供しているサービス
の 1 つである Google Search History[14] を用いることで，

4. 提案システム

Google 検索エンジンに入力した検索クエリは自動的に蓄

プロトタイプライフログのアプリケーションを図 2 に示

積される．筆者は約 30 ヶ月このサービスを利用し，現在 2

す．このシステムの利用には，画像の探索と閲覧の 2 つの

万以上の検索クエリを蓄積している．

フェーズがある．それぞれのフェーズにおけるアプリケー

検索クエリはその使い方によって 3 つに分類される [15]．

ションの利用方法を以下に示す．

一つ目はトランザクショナルなクエリであり，「何かをす
る」という意図を含むクエリである．二つ目はインフォ
メーショナルなクエリであり，
「知る」という目的で用いる
ものである．三つ目はナビゲーショナルなクエリであり，
特定の Web サイトへのアクセスに用いられる．これらの
うち，トランザクショナルなクエリとインフォメーショナ
ルなクエリは「何かをしたい」
，
「何かを知りたい」という，
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4.1 画像探索
閲覧する画像を選ぶ段階で利用する機能である（図

2.A,B,C）．それぞれの機能の説明を以下に示す．
A．候補画像
閲覧する画像の候補が表示される．候補画像は最大 20
枚表示され，それ以上の候補がある場合はスクロールバー
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の操作で探索できる．候補画像のクリックで閲覧する画像

• 旅行の集合写真を見たとき，日時や撮影場所から誰と

を選択でき，撮影日時，撮影場所，撮影日に使用した検索

どこに行ったのかは思い出せたが，詳しい内容までは

クエリが更新される．

思い出せなかった．検索クエリからは旅行先の内容や

B．カレンダー
候補画像を絞り込むために用いる．１つまたは複数の日

旅行中困ったことなどが把握でき，旅行に関する様々
な思い出が想起できた．

付，月，年を選択でき，選択した期間に撮影された画像が

このように，日時や場所からは全く想起できなかった画像

候補画像に表示される．

が検索クエリによって想起できるようになったり，ある程

C．検索クエリ

度想起できていた画像が検索クエリによってさらに詳細に

候補画像の絞り込みに用いることができる．検索クエリ

想起できるようになったりなど，検索クエリが想起を助け

を選択することで，その検索クエリを使用した日に撮影さ

た例は多く見られた．また，想起した内容は思い出を再認

れた画像が候補画像に表示される．選択した検索クエリを

するだけでなく，人と話す際の話題づくりにも役立った．

他の日付でも用いていた場合，それらの日付に撮影された
画像も全て候補画像に表示される．

この筆者の体験が多くの人にも見られるかどうかを確か
めるために，検索クエリが写真の想起に与える影響を調査
する実験を実施した．

4.2 画像閲覧
画像を閲覧する際に想起を補助する機能である（図 2.I,I

I,III,IV）
．画像探索で候補画像から選択された画像に関連す
る情報を閲覧できる．それぞれの情報について説明する．

5. 実験
5.1 実験の目的
本研究では，提案システム利用の際の画像の探索と閲覧

I．選択画像

の 2 つのフェーズのうち，過去に撮り貯めた写真の閲覧時

候補画像から選択された画像である．この画像に関する

に，検索クエリの提示が想起に与える影響を調査するため

記憶の想起が II,III,IV の情報により補助される．

II．撮影日時
選択画像の撮影日時の表示により想起を補助する．撮影
日時は選択画像の Exif 情報から取得している．

の実験を実施した．本実験の目的は以下の 4 つの確認で
ある．

A. 検索クエリが写真の想起を促すか
B. 検索クエリによる写真の想起のされ方

III．撮影場所

C. 他の情報との比較

選択画像の撮影場所を表示することで想起を補助する．

D. 時間による変化

撮影場所は，選択画像の Exif 情報をから取得した GPS 情

ここで写真の想起とは，写真の撮影意図，被写体の内容，

報をもとに Google Maps API を利用して表示している．

撮影時の状況について思い出すことと定義する．

地図情報の他に，航空写真やストリートビューの機能が利

A については，写真のみを提示した場合と検索クエリを

用できるため，撮影場所付近の詳細な確認が可能である．

追加して提示した場合で，写真に関して想起した量を比較

IV．検索クエリ

して評価する．検索クエリは Google Search History から

選択画像が撮影された日に使われた検索クエリが表示

取得し，写真撮影日に検索した検索クエリを全て表示する．

される．検索クエリの提示により，撮影日に何をしたかっ

新たに情報を追加すれば想起に用いる情報の量が増え，写

たか，何を知りたかったか等がわかるため，ユーザの思考

真に関しても多く想起できると予想されるため，検索クエ

内容を反映した想起が促せると考えられる．なお，今回表

リは写真の想起を促すと考えられる．

示している検索クエリは Google Search History の機能で

B は，本実験では，検索クエリは写真を直接説明し想起

蓄積されたものを用いている．したがって，デスクトップ

を促すか，写真の前後の出来事から連想し想起を促すかを

PC やタブレット，携帯端末などあらゆるデバイスからの

調査する [16]．これは，撮影前後の出来事や思考過程を想

検索クエリを蓄積し表示可能となっている．

起した量の比較，事後アンケートによって評価する．検索
クエリはユーザの思考内容の想起に適していると考えてい

4.3 使用例
筆者が提案システムを利用して写真を閲覧した際，検索
クエリが想起に役に立った例を記す．

るため，写真撮影前後の思考過程が多く想起されるのでは
ないかと予想した．

C は比較する情報として，写真ライフログで基本的な

• 研究室内で友人が写っている画像を見たとき，日時や

情報である撮影日時・撮影場所を使用する．撮影日時・撮

撮影場所からでは写真撮影時に何をしていたか全く思

影場所は写真の Exif 情報から取得する．なお，撮影日時

い出せなかった．しかし検索クエリを見ると，その時

は写真を撮影した年・月・日・曜日を提示し，撮影場所は

友人が物真似をしていた芸人の名前が発見でき，写真

GoogleMap[17] で地図と撮影地点を提示する．評価は，写

撮影の目的やその時の話題を想起できた．

真にそれぞれの情報を追加したとき増加する想起の量を比
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図 3

実験用アプリケーション（上）と実験フロー (下)

較する．検索クエリはユーザの思考内容がユーザの言葉で

目のフォーム（図 3，左上）には，前日に撮影した写真とそ

端的に表現されているため，他の情報より多く写真の想起

れに対応する位置情報，カレンダーによる日付，検索クエ

を促すと予想する．

リが表示される．このフォームの閲覧で想起した量を基準

D については，写真撮影からの期間に応じて写真の想起

とし後述する評価を行う．2 つ目のフォーム（図 3，右上）

の量がどう変化するかを期間毎に比較する．本実験では撮

には，事前タスクで蓄積した 14 日間の写真のうち 1 枚が

影からの 2〜4 週間後の写真に関して想起させる実験を行

ランダムで表示される．また，画面上のボタンをクリック

なったが，予備的な実験として，撮影から 5 ヵ月後に想起

する度に，その写真に関する日付，位置情報，検索クエリ

させる実験を行なっており，期間に応じた想起の量の変

の情報のうちどれかがランダムで追加されていく．

化を比較している．我々は，検索クエリはユーザが直接関

実験は図 3 の下に示すフローで行われる．被験者は 2 つ

わった情報であるため，他の情報と比較して時間による忘

目のフォームに情報が追加される毎に，その写真に関して

却は小さくなると考えている．

想起できた量を答える．想起の量は 1 つ目のフォームによ
るものと比較して評価する．評価は 0〜6 の 7 段階で行い，

5.2 実験設計
実験では，写真ライフログで基本的な情報である撮影日
時・撮影場所と検索クエリの 3 つに注目し，それぞれの情

1 つ目のフォームと同等の想起の場合の評価を 5，それよ
り少ない場合は 0〜4，それより多く想起できた場合は 6 と
答える．想起の評価は以下の a〜h の 8 項目に対して行う．

報の提示が写真の想起に与える効果を比較する．被験者

a. 撮影意図

は 21 歳から 25 歳の学生 13 名とする．実験にあたり，事

b. 被写体の内容

前タスクとして 14 日間被験者は写真を一日 3 枚以上撮影

c. 写真撮影時にしていたこと

し，またその間の検索クエリを蓄積する．ただし被験者に

d. 写真撮影時に考えていたこと

は，写真ライフログの作成を想定した写真撮影を指示して

e. 撮影前後のエピソード

おり，例としてその日のイベントや興味を持ったものの撮

f. 撮影前後の思考過程

影を示している．また，入力する検索クエリに関しては特

g. 写真撮影日にしていたこと

別な指示をせず，写真と検索クエリは被験者以外が閲覧す

h. 写真撮影日に考えていたこと

ることは一切ないと事前に説明している．事前タスク終了

この行程を撮影日が重複しないように選ばれた 7 枚の写

後，一定の忘却期間の後，実験を行なう．本稿では忘却期
間を 2 週間として実験を行なっている．実験は 24 インチ

LCD ディスプレイを備えた各自の一般的なデスクトップ
PC（windows7，Corei5-i7, RAM4GB 以上）で行った．
実験では図 3 の上に示す 2 つのフォームを用いる．1 つ
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真に対して行う．

6. 実験結果
日付・位置情報・検索クエリの情報が追加されることで，
その写真に関して想起できる量は単純に増加すると考えら
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想起の増加量

れる．そこで，日付，位置情報，検索クエリのそれぞれが

日時
に示す．図 4 は，各評価項目 a〜h に関する想起の増加量
を帯グラフで表したものである．全ての項目に対して，検

先に表示

追加されたときに増加した想起の量を比較した結果を図 4

索クエリを提示したときの平均増加量は他の情報に比べて
高かった．実験の結果，撮影時期が 2 週間程前の写真に対
想起を補助することが示された．撮影場所の情報の追加で
は，想起の量はほとんど変化しなかった．被験者の意見に，
写真を見るだけで撮影場所が明確に思い出せた，というも
のが多くみられた．このことから，ライフログで近い過去

後に表示

して情報を追加した場合，検索クエリ，日時，場所の順に

検索クエリ

a

a
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の写真を閲覧する場合，写真により撮影場所が判断できる
ため，撮影場所の提示の効果は少ないことが示唆された．

図 5
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提示順序と想起の関係

日時・検索クエリの追加による写真の想起の関係をさら
に分析するため，日時と検索クエリが提示された順序に注
目し，それぞれの順序における想起の増加量を比較した結
果を図 5 に示す．日時提示時の想起の変化に注目すると，
検索クエリ提示前より提示後の方が想起は補助されにく
かった．これは，検索クエリと日時で想起できる内容に共
通した部分があり，後に提示された日時で想起できる量が
減少したためであると考えられる．また，検索クエリ提示
後の日時の提示でも想起の量が増加した場合があることか

かった．さらに，写真撮影の前後の出来事を想起すること
で，写真に関して連想して想起できる場合が多いこともわ
かった．このことから，検索クエリによる写真の想起のさ
れ方は，前後の出来事からの連想が多いことが示唆された．
以上より，写真によるライフログ使用時に検索クエリを
補助的に提示することは，日付・地図による位置情報を提
示する場合に比べ写真や撮影前後の出来事に対する想起を

ら，検索クエリでは想起できない内容が日時から想起でき

より補助することが示唆された.

る場合があることもわかる．検索クエリ提示時の想起の変

7. 考察

化に注目した場合も同様のことがいえる．以上より，日時
と検索クエリに注目した結果，写真に関する想起は検索ク
エリ提示時のほうが補助されるが，日時の提示でないと想
起しにくい内容もあることが示唆された．
実験後のアンケートの結果，検索クエリには写真を直接
説明するクエリは少ないという意見が多かった．一方，写
真撮影の前後の出来事を表すクエリは多く存在するとわ

実験の目的で説明した A〜D の 4 項目に対し，考察を行
なう．

A(検索クエリが写真の想起を促すか) については，検索
クエリ提示前より提示後のほうが写真の想起の量は増加し
ていた．また，被験者の意見の中にも検索クエリは写真の
想起を大きく助けた，とあった．以上から，検索クエリは
写真の想起を促すと考えられる．
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B(検索クエリによる写真の想起のされ方) については前

な観点での評価も行なう予定である．

後の出来事からの連想が多いことが示唆された．被験者の
意見にも，前後のクエリから写真の内容が連想できたとい
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の非日常な行動を取る場合は，事前にその内容を検索し，
その後，検索クエリに関連した写真を撮影する例が存在す
ると思われる．このような場合は，写真を直接示す検索ク
エリが存在すると予想される．本実験では，事前タスクで
写真を撮影した期間に旅行やイベントなどの非日常な行動
をとった被験者が少なかったため，写真を直接示す検索ク
エリが少なかった可能性もある．また，写真を示す検索ク
エリが撮影日より前に存在する場合，本実験ではその検索
クエリが表示されない設計になっていたため，旅行やイベ
ントのために数日前から検索するといった行動の想起には
不適切なものとなっていた可能性がある．このような非日
常の行動をとった場合は，GPS 履歴等から普段存在して
いる場所から遠く離れて撮影された写真には，数日前の検
索クエリも表示するといった機能が必要になると考えられ
る．今後の実験としては，事前タスクで実施したような特
定の写真撮影期間を設けず，ユーザが自由に撮影した写真
に対して同様の実験を行なう必要が考えられる．

C(他の情報との比較) は，検索クエリは撮影日時や撮影
場所と比較して，写真を想起させる量は多いことが示され
た．撮影場所は写真から判断できるといった意見が多く，
撮影場所を提示した場合の想起量がほとんど変化しなかっ
たのはこのためだと考えられる．

D(時間による変化) について，被験者 3 名の協力を得て，
撮影から 5 ヵ月の期間を空けて同様の比較を行なった．そ
の結果，検索クエリは時間経過後も想起を補助する場合が
多かったのに対し，日時の表示は想起の補助の効果が大き
く低下していた．これにより，検索クエリがユーザの記憶
に残りやすく，時間による忘却をしづらい可能性が示唆さ
れた．

8. おわりに
本稿では，写真によるライフログについて，その利点と
問題点を分析した．その後，写真によるライフログでの想
起の際の問題点である撮影時周辺の思考の変遷を辿ること
の困難さを解決するため，検索クエリを用いる方法を示し，
検索クエリを導入したライフログのアプリケーションを提

[1]

案した．また，検索クエリの提示が想起に与える影響を調
査するための実験を行った．実験の結果，写真に対して情
報を追加した場合，日時や場所の提示より検索クエリの提
示が想起を補助することがわかった．
今後は，特定の期間を設けずユーザが自由に撮影した写
真を対象とし，検索クエリが写真の想起に与える影響を調
査する実験を行なう予定である．また，その際は被験者に
想起したエピソードを記述させ，その量を比較し，定量的
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