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Abstract: We are developing a modeling system of photo networks similar to human memory

structure. Photos have many attributes such as date-and-time, place, and subject. When people

memorize events, they utilize these information. From this relationship, we model human memory

networks by connecting lifelog photos. We aim at promoting users to recall their memory and

improve their intrinsic motivation by browsing photos through the network.

1 はじめに

近年，ライフログデータを活用した研究が多く行わ
れている．我々は単なるライフログでなく，知識ロギ
ングに着目する．知識ロギングとは，我々が読んだも
の，学習したもの，理解したものを記録し，トラッキン
グする方法である [1]．センサデータを蓄積する通常の
意味でのライフログに対し，知識ロギングはデータに
セマンティクスを付与するという点で異なると考える．
データに対しセマンティクスを付与するとはどういう
ことだろうか．本研究では意味ネットワークの流れに
即して考える．意味ネットワークでは，個別のデータ
にたいして属性を付与し，属性を介してデータ同士を
結びつけることで，人間の保持する知識構造が表現さ
れる．これまで著者らは，こういった意味ネットワー
クの可視化によって，人間の記憶や意欲に及ぼされる
影響を検討してきた [2]．
著者らが活用してきた知識ロギングのためのデータ

は，ディジタル写真である．写真は代表的なライフロ
グの一種であり，スマートフォンやデジタルカメラな
どの記録デバイスの低価格化や大容量化により大量に
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取得することが容易となっている．また，Instagramや
Twitterなどの SNSの普及により，人々の間で写真を
撮影する習慣が根付きつつある．これらの点から人々
にとって身近な存在であるディジタル写真の使用は有
効であると考えられる．また，写真に含まれる日時・
場所・意味などの情報は我々が物事を記憶するときの
手がかりとする「いつ？」，「どこで？」，「何が？」と
いった情報に対応している．本研究では，この関係性
を利用して，写真に含まれる情報をもとに写真のネッ
トワークを構築し，人間の記憶のモデル化・外在化を
目指す．人間の記憶はネットワーク構造で表現される
ことが指摘されている [3]ため，同様の構造で写真を結
び付けることは効果的であると考えられる．ディジタ
ル写真を用いて人々の記憶想起を補助しようという研
究 [4][5]も実際に行われている．また，過去に撮影した
ディジタル写真を閲覧し，過去を回想することは人間
の幸福度の増強に貢献するという研究結果も得られて
いる [6]．
ディジタル写真を用いて記憶をモデル化することで

2つの仮説が立てられる．1つは，内発的動機付けの促
進である．構築された写真ネットワークはユーザ自身
の記憶を可視化したものであり，ネットワークのコン
テンツを増やすことで自らの記憶ネットワークを充実
させたいという気持ちを促すことによって，写真撮影



のための外出などの内発的動機付けにつなげられると
考えられる．もう 1つは，記憶想起補助である．写真
は意味や場所など記憶に対応した情報で結び付けられ
ているため，ネットワーク上での繋がり方を意識した
閲覧が，スマートフォンのカメラロールの様な形式で
単純に過去の写真を閲覧するよりも，より効果的に記
憶の想起を補助できると考えられる．
本稿では，上記の仮説に基づいた写真ネットワーク

構築システムの概要を示す．

2 提案システム

システムの概要図を図 1に示す．ユーザがシステム
を通して写真ネットワークを操作し，システムはユー
ザに対して写真を提示する．このサイクルを何度も回
すことによって記憶のモデル化や，記憶想起および内
発的動機付けにつなげる．提案システムはカメラアプ
リ，サーバ，ブラウザの 3つから構成されている．

図 1: 提案システム構成図

2.1 カメラアプリ

カメラアプリは Androidスマートフォン上での動作
を想定している．写真撮影にスマートフォンを用いる
メリットとして以下の事柄が挙げられる．

• 基本肌身離さず持っているため写真撮影が容易.

• ユーザが機器の取り扱いに慣れている．

• 撮影した写真に対して撮影日時や位置情報を簡単
に埋め込むことが可能である．

また，実際にライフログデータの取得にスマートフォ
ンを用いる研究 [7]も多く行われている．スマートフォ
ンのセンサから，撮影時の日時と場所を記録する．本
アプリでは，それに加えて，撮影時のユーザの感情を評
定させる．感情は記憶に大きく影響するという研究 [8]

もされているため，本研究でも感情を活用する．感情

評定は二次元で直感的に行う．感情評定インタフェー
スを図 2に示す．感情評定の基準はラッセルの円環モ
デル [9]を活用した．ラッセルの円環モデルとは，「人
間の感情は『valence(快・不快)』と『arousal(覚醒度)』
の 2つのパラメータを用いて表現できる」といった考
え方に基づいたモデルである．円環モデルの例を図 3

に示す．
カメラアプリは撮影した写真および上記のデータを

サーバへ送信する．

図 2: 感情評定インタフェース

図 3: ラッセルの感情円環モデル

2.2 サーバ

サーバはカメラアプリからのデータの受信，ブラウザ
へのデータの送受信およびデータの保存を行う．また，



それに加えてカメラアプリから送られてきた写真に対す
る画像認識・タグの付与，および感情・場所・日時のクラス
タリングを行う．画像認識にはDeep Learningのフレー
ムワークであるChainer[10]を使用する．GoogleNet[11]

のモデルを使って画像を分類した．分類した結果のサ
ンプルを図 4に示す．また，感情・場所・日時に対する
クラスタリングには x-meansを活用する．認識によっ
て付与されたタグ情報およびそれぞれのパラメータに
対するクラスタリングの結果は，JSON形式で保存さ
れ，後にブラウザにてノードとして反映される．1枚
の写真に対する JSONデータ構造を図 5に示す．写真
ファイル名・タグ・感情・位置・日時・それぞれのパラ
メータに対するクラスタリング結果が格納されている．

図 4: 画像認識結果

図 5: 写真に対する JSONデータ

2.3 ブラウザ

ブラウザでは蓄積されたユーザのデータをもとに，写
真ネットワークを可視化する．可視化には JavaScript

のライブラリであるD3.js(Data Driven Document)[12]

を使用した．写真・タグ・感情・日時・場所がノード
になっており，写真ノードから適合するパラメータの
ノードに向かってエッジが張られる．タグとノードのリ
ンク距離については，画像認識の際のスコアを反映し
ている．ブラウザのスクリーンショットを図 6に示す．
今後はパラメータごとに重みづけすることで，ユーザ
がレイアウトを調整可能にする機能を実装予定である．
ユーザにレイアウトの重み調整を行わせることによっ
て，人間が主観的に「記憶らしい」と感じられる構造
の判断が可能となると考える．

3 おわりに

本研究では，人々の記憶想起補助や内発的動機付け
を目的として，ディジタル写真に含まれる情報からネッ
トワークを構築し，記憶ネットワークのモデル化を行
う．本稿では，研究背景・目的，ディジタル写真と関
連データからのネットワーク構築システムの概要を示
した．
今後は本稿に示したシステムを用い，写真撮影・閲

覧実験を実施する．被験者は 20 名ほどを予定してい
る．撮影実験では，カメラアプリインストール済みの
スマートフォンを被験者に配布して 2～3週間の写真撮
影実験を行わせる．閲覧実験では，ブラウザを使用し
ながら自由に写真の閲覧ネットワークのレイアウトの
変更を行わせる．閲覧実験時に実験前後の主観評価ア
ンケート，ブラウザの操作ログ，実験中の発話などの
データを取得し，それらと撮影時の感情や枚数などの
傾向や相関を分析する．その結果から，仮説である，シ
ステムの使用により記憶想起および内発的動機付けが
促されたかどうかを検討する．
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