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携帯電話やスマートフォンの普及に伴い, それらの携帯型情報端末上において動作
する家計簿アプリケーション（以下携帯家計簿アプリ）が開発, 利用されている. 携帯
家計簿アプリは, 外出先においても出金の情報を記入, 確認できるという利点と, プル
型の情報提示を行うという特徴を持つ. しかし, どのような商品にどの程度金銭を使
用（以下出金）しているか, という情報は購買を行う前に知っておきたい場合が多く,

プル型の提示のみでは購買直前のタイミングでユーザに出金の傾向を知らせることは
できない. また, 既存の携帯家計簿アプリにおいて主に取得, 利用する情報は費目, 金
額, 日付である. 出金の傾向の分析方法は費目毎や月毎にまとめたグラフ表示を行う
というものばかりで, 費目, 金額, 日付以外の情報が用いられていない. これら以外の
情報を用いることによって, 分析の幅を広められると考えられる.

そこで本研究では, 費目, 金額, 日付に加えて, 位置, 時刻, 残金, 天気, 気温, 購買の
頻度という, 入金, 出金が行われた際の状況をマネーフローコンテキストと定義し, こ
れを用いて出金の傾向のプッシュ型提示を行う機能と, 出金履歴を地図上で可視化す
る機能を提案, 実装した. また, これらの機能が, 出金の傾向をユーザが把握するため
にどの程度有効であるのかを検証するため, 予備実験を行った.
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Many household budget applications for mobile devices are widely used as
cellphones and smartphones become widespread. They have an advantage that
enable users to input and check account information outdoors. Meanwhile,
such mobile household budget applications only provide pull-based information
presentation. However, 1) pull-based information presentation cannot inform
users of what they bought and how much they spent just before their purchase.
2) Existing applications mainly gather and use information about Item (what
item users bought), Price (how much they spend on it), and Date (what day
they bought it). Information other than Item, Price, and Date is not used.

We consider these other information increase the range of analysis. 3) Existing
applications analyze the information on monthly basis or item basis.

In this research, we defined Money Flow Context as a situation when users
made a purchase. It contains not only Item, Price, and Date, but also where,
what time, rest of the money, whether, temperature, frequency of purchase.
We implemented two systems, a push-based account information presentation
system and a system that visualizes purchase history on the map. Both systems
use Money Flow Context. We have conducted exploratory experiment to inves-
tigate these systems are how beneficial to users to get to know their tendency
to how they spend money.

1. は じ め に

家計の管理の為に利用されている家計簿の一形態として, 様々なWebアプリケーション

やソフトウェアが開発されている. これらのアプリケーションやソフトウェアは, 家計を確

認するための機能として, 費目毎の出金履歴のグラフ表示機能や月ごとの収入, 支出の推移

のグラフ表示機能等を持つ. さらに近年は携帯型情報端末上において動作する家計簿アプリ

ケーション（以下携帯家計簿アプリ）も開発, 利用されている. 携帯家計簿アプリはWebア

プリケーションやソフトウェアに比べ, 外出先においても出金の情報を記入, 確認できると

いう利点を持つ.

しかし, 既存の携帯家計簿アプリには, 改善することによって更に便利になり得る点があ

ると考える. 第一は, 情報の提示手法がプル型に限定されている点である. ユーザは家計を

確認するとき, 自らの意思で家計簿アプリケーションを見返さなければならない. つまり,

ユーザが家計を確認する作業は, ユーザが家計を意識しているときのみに行われる. そのた

め, 金銭を使いすぎているがそれに気づかず多額の出金や頻繁に出金をしてしまう事態が起

こり得る. 携帯家計簿アプリからユーザに働きかける仕組みがあれば, この事態は避けられ

る. 第二は, 携帯家計簿アプリが取得し, 利用する情報が少ない点である. 既存の携帯家計簿

アプリにおいて, グラフ表示等の, 出金の状況を分析する機能には費目や日付の情報のみが

用いられる. 一方, 出金は位置や時刻等がそれぞれ異なる状況の下において行われる. 例え

ば, 同じ「食費」という費目でも, 店舗によって使用金額が異なる. しかし現在の携帯家計

簿アプリでは, その違いを明らかにすることができない. 携帯型情報端末においては, GPS

や時計機能, インターネットへの接続を利用すれば, 現在地や時刻, 天気, 気温等の情報を容
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易に得ることができる. それらの情報を分析に利用すれば, 分析の幅を広められると考える.

そこで本研究では, ユーザの状況に応じた適切な出金履歴のプッシュ型提示と, 出金履歴

の位置, 時刻等の観点からの分析を行うことが可能なシステムを開発すること, そしてそれ

らがユーザの行動にどのように影響を与えるかを検証することを目的とする.

以下, 本論文の構成を示す. 第 2節では我々が定義したマネーフローコンテキストについ

て述べ, 第 3節では我々が実装した, マネーフローコンテキストを利用して出金履歴の提示

を行うシステムの詳細を述べる. 第 4節では, システムのプロトタイプを用いた予備実験の

結果と考察について述べる. 第 5節は関連研究について述べ, 第 6節でまとめる.

2. マネーフローコンテキスト

本節では, 我々が考案した, コンテキストの一種であるマネーフローコンテキスト1) につ

いて述べる.

2.1 家計簿アプリケーションにおけるコンテキストの利用

近年の携帯電話やスマートフォンは, 時計機能やGPSを搭載し, さらにインターネット接

続を容易に行うこともできる. これらを利用して, 現在時刻やユーザの現在地に応じて鉄道

運行情報や道路交通情報, 気象情報, イベント情報などを配信するサービスが実用化されて

いる⋆1. このようなサービスが実用化されているにも関わらず, 既存の家計簿や携帯家計簿

アプリにおいて重要視される項目は, 費目, 金額, 日付のみである. つまり, 携帯家計簿アプ

リにおいては, ユーザのコンテキストを考慮したサービスが十分に行えていないと言える.

2.2 マネーフローコンテキストとその利用例

我々は, 既存の家計簿において利用されている, ユーザが金銭を補充, または使用（以下入

出金）した際の費目, 金額, 日付という情報に, 位置, 時刻, 残金, 天気, 気温, 出金の頻度の

情報を加え, マネーフローコンテキストと定義する. マネーフローコンテキストを利用する

ことによって, 以下のような情報提示が可能になると考えられる.

出金履歴のプッシュ型提示 現在時刻や現在地等の, ユーザのコンテキストと過去のマネー

フローコンテキストを照らし合わせて, 入出金の傾向の適切なタイミングと内容による

プッシュ型提示を行うことができる. 従来の家計簿はユーザが意図的に見返さなけれ

ば入出金の履歴や傾向を確認出来ない, プル型の情報提示を行うものであった. これに

⋆1 NTT docomo i コンシェル http://www. nttdocomo. co. jp/service/customize/iconcier/index.

html

対して, マネーフローコンテキストを用いれば, 現在時刻やユーザの現在地等に応じて,

その近くの時間帯や位置における入出金の傾向をプッシュ型で提示することができる.

プッシュ型提示を行うことによって, ユーザは常に入出金の傾向を意識していなくとも,

自らの現在のコンテキストに関連する入出金の傾向を確認することができる. 例えば,

頻繁に出金しているショッピングセンターの近くを通ったときに合計いくら使用してい

るか, 夕食の時間帯に合計いくら使用しているか, 等の情報をシステム側から提示でき

る. ユーザは提示された情報を見るだけで出金の傾向を確認し,「ショッピングセンター

で買い物しすぎているな」「夕食を外で食べすぎているな」と, 意識することができる.

コンテキストに応じた推薦 蓄積したマネーフローコンテキストと, 現在時刻や現在地等の

ユーザのコンテキストを照らし合わせ, コンテキストに応じて適切な情報の推薦を行う

システムが考えられる. 例えば, 牛乳をよく買っている場所や時刻になった時, システ

ムがインターネットから近辺の店舗のセール情報を取得し, 「近くのスーパーマーケッ

トでもっと安く売っています」という推薦を行うことができる. 購買履歴からの情報推

薦技術に関する研究は盛んに行われているが, マネーフローコンテキストと組み合わせ,

さらにプッシュ型提示を行うことにより推薦技術はより効果的なものになると考えら

れる.

多角的なレポート 既存の家計簿アプリケーションのレポート機能は, 月別, 費目別のもの

がほとんどである. 位置や時刻といったコンテキストがあれば, 「授業の空き時間に頻

繁に出金している」「ここのショッピングセンターで多額の出金をしている」といった,

費目別や月別だけではない新たな観点から家計の問題を見つけることができ, より多角

的な入出金の傾向の把握が可能になると考えられる.

3. マネーフローコンテキストを利用した出金情報提示アプリケーション

我々は, 我々が開発したの携帯家計簿アプリに，マネーフローコンテキストを利用した 2

つの機能を実装した. 1つはマネーフローコンテキストの中から費目, 金額, 日付, 位置, 時

刻を用い, ユーザのコンテキストに応じた出金履歴のプッシュ型提示機能である Account

Reporterであり, もう 1つは出金履歴の地図上における可視化機能であるMoney Flow Map

である. マネーフローコンテキストは入出金どちらについても適用できるものであるが, 実

装した 2つの機能はどちらも出金についてのマネーフローコンテキストを利用するものと

して実装した. 本節では, 我々が想定する利用シナリオを示し, さらに本アプリケーション

の入出金データ入力のインタフェースと, Account Reporter, Money Flow Mapについて
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述べる.

なお, 本アプリケーションは, ハードウェアとして iPhone 3GSを用い, iPhone上におい

て動作するアプリケーションとして実装した. 入出金のデータと店舗データを格納するデー

タベースとして SQLiteを使用した.

3.1 想定した利用シナリオ

アプリケーションを設計するにあたって, 我々は以下に示す利用シーンを想定した.

Account Reporter

利用シナリオ 1 Aさんは, 食事を作るのが面倒でいつも自宅の近くの弁当屋や定食屋で済

ませてしまっている. いつも何となく「少し使いすぎかな」と考えてはいるが, 食事を

作るのが面倒になって結局弁当屋や定食屋に足を運んでしまう. ある日, いつものよう

に外食に出かけようとした Aさんの携帯電話が店舗の近くで振動したので携帯電話を

見てみると「定食屋で 20000円使っています」「今月 25回お金を使っています」「最大

出金費目は A定食で 12000円です」「最頻出金費目は A定食で 13回です」と, 情報提

示がされていた. これを見た A さんは「これは使いすぎだ」と思い, 自炊するために

スーパーマーケットへ食材を買いに出かけるとともに, 外食頼りの生活を少し改善して

みよう, と決心した.

利用シナリオ 2 学生の B君は, いつも 13時頃に研究室の後輩と一緒に学生食堂に昼食を

食べに行く. その日は財布にお金がほとんど入っておらず, B君はそれに気づいていな

かった. そこで 11時になったときに携帯電話が鳴り, B君が見てみると「13時台に 15

回お金を使っています」「1回平均 500円使っています」「所持金は 150円です」と, 情

報が提示されていた. ここで初めてお金が足りないと気づいた B君は, 事前に ATMに

行くことができ, 後輩にお金を借りることも無く一緒に昼食を食べに行くことができた.

Money Flow Map

利用シナリオ 3 大学生の Cさんは, 何にお金を使いすぎているか, 出金を削れる部分はど

こかを明らかにしようとしている. 費目毎のグラフを見て食費が多いから削ろう, と考

えたが, 毎日研究室にいるので自炊することもなかなかできない. そこで出金の情報が

重畳表示されたマップを見てみると, 学生食堂の近辺では出金回数の割にさほど多くの

出金はしていないのに比べ, ある特定の店舗では頻度の割に出金額が多いことが分かっ

た. こうして一目でお金を使っている店舗が分かり, できる限り出金が多い店舗に行く

のを控えて食費を下げることができた.

図 1 入力画面
図 2 店舗確認のダイアログ

これらのシナリオではいずれにおいても, 既存の家計簿では明らかにならない, または細

かく調べてみなければわからない情報が明らかになっている.

3.2 入出金データの入力インタフェース

入出金データの入力はユーザが行う. 入力インタフェースを図 1に示す. ユーザが金額,

費目, 店舗名を手動で入力し, 入金もしくは出金を確定させるボタンをタップするとデータ

が記録される. また, 図 1にある入力簡略化のためのボタンをタップするとボタンに書いて

ある費目に対する出金として扱われる. 基本的には以下の流れで入力が完結する.

( 1 ) ユーザが費目, 金額, 店舗名を入力

( 2 ) 入金もしくは出金ボタンをタップして入力を確定

入力を確定すると, 費目, 金額, 緯度, 経度, 日付, 時刻, 店舗名が入出金データとして, それ

らを記録する為のデータベース (以降入出金データベース)に記録される.

なお, 店舗名を入力せずに金額のみを入力して入出金を確定させることもできる. 金額の

みを入力して入出金を確定させようとした場合は, 図 2の様に, 後述する店舗データベース

の中から最も現在地に近い店舗において行われた入出金であることを確認するダイアログ

が提示される. ここで OKのボタンをタップすると, その店舗における入出金として入出金

データベースにデータが記録される. Cancelをタップすると, 店舗名をユーザが入力して再

び入出金ボタンをタップすることになる. また, このときに費目が入力されていない場合は,
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図 3 店舗の中心の決定
図 4 店舗の範囲の決定

ユーザがその店舗において最も頻繁に入出金している費目が候補として図 2と同様のダイ

アログが表示される. ここで OKのボタンをタップすると, その費目に対する入出金として

入出金データベースにデータが記録される. Cancelボタンをタップした場合は, ユーザが自

分で費目を入力することになる.

3.2.1 店 舗 情 報

各入出金データには店舗名が記録されている. この店舗名は, ユーザが入出金の際に手動

で入力したものであり, 店舗の緯度, 経度, 店舗の半径と共に店舗データベースに保存される.

本研究では, GPSを用いて位置の推定を行う. そのため, 店舗の位置にずれが生じる場合

が多いと考えられる. 本研究では, 同じ店舗名における入出金であるが位置情報は違う入出

金データから, 店舗の位置と範囲を特定するため, 以下のアルゴリズムを用いた.

( 1 ) 購買データ入力時に店舗名を入力

( 2 ) 購買履歴から, 店舗名が入力したものと一致している購買それぞれの緯度, 経度を取得

( 3 ) 緯度, 経度の重心をその店舗の中心の緯度, 経度とする (図 3)

( 4 ) 店舗の中心からそれぞれの購買位置までの距離を求め, それらの平均を averageとす

ると average × mメートルを店舗の半径とする (図 4)

このように求めた店舗の中心の緯度, 経度, そして半径が, 店舗名とともに店舗データベー

スに保存される. この手法を用いることにより, 利用するにつれて店舗の位置の精度は高く

なっていくと考えられる. なお, 本研究においてはmの値を 1. 5と定めた.

図 5 位置を基にした提示

3.3 Account Reporter

Account Reporterは, ユーザの現在位置や現在時刻と過去のマネーフローコンテキスト

を照らし合わせ, 現在のユーザのコンテキストに関連のある出金の傾向のプッシュ型提示を

行う. 今回は, 位置を基にした提示と時刻を基にした提示の 2種類を実装した.

3.3.1 位置を基にしたプッシュ型提示

位置を基にした提示は, GPSを用いてユーザの現在地を取得し, データベースに登録され

ている店舗の中心の緯度, 経度からなる位置からユーザまでの距離が店舗の半径以下になっ

たときに行われる. iPhoneが振動するとともに図 5の様なダイアログが出現することによ

り, その店舗における出金の傾向がプッシュ型提示される. 図 5のダイアログでは, 以下の

項目が表示される.

• 店舗名
• kヶ月前から現在までにおける使用金額

• 一回の出金あたりの平均使用金額
• 最も頻繁に出金している費目
• 二番目に多く出金している費目
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図 6 金額の詳細 図 7 頻度の詳細

なお, ここで kはユーザが自由に設定できる値である. ダイアログ中の「金額詳細」「頻度

詳細」のボタンをタップすると, それぞれ図 6, 図 7のようなダイアログが表示される. こ

れらの情報のプッシュ型提示を行うことにより, ユーザが現在いる場所の近くの店舗におい

て何にどの程度出金しているかを, ユーザが意識していなくてもシステム側から知らせるこ

とができる.

3.3.2 時刻を基にしたプッシュ型提示

時刻を基にした情報提示では, 現在の時刻から一定の時間後の時間帯における出金の傾向

のプッシュ型提示を行う. 例えば, 現在時刻が 14時 10分で, 現在から 2時間後の時間帯に

おける出金傾向を通知する, という設定であれば, 14時の 2時間後の 16時台に行われてい

る出金について情報提示を行う. 情報提示の様子を図 8に示す. 情報提示は一定の時間 t秒

毎に行われる. tはユーザが自由に設定できる値である.

3.4 Money Flow Map

Money Flow Mapは, 過去のマネーフローコンテキストの中から位置情報と使用金額を

利用して, 出金の履歴を地図上に可視化する. Money Flow Mapを用いると, より詳細な家

計の分析が可能になると考えられる. 例えば, 既存の携帯家計簿アプリを用いて自らの家計

図 8 時刻を基にした提示

を分析した場合, 食費が高くなっている, という部分までが明らかになる. しかし地図上への

可視化は,「食費」だけでなく「どこで使った食費」という,詳細な部分まで明らかにするの

で, ユーザに「この辺りでの食事に気をつけよう」と意識を持たせることができる. 今回の

実装では, 可視化の手法として, 1つの店舗における出金を 1つの半透明な円 (以降アノテー

ション)によって表現した. 図 9にマップ表示を示す. また, 拡大した画面を図 10に示す.

金額によってアノテーションの色を, 出金回数によって大きさを変化させた. 以下に色と

大きさそれぞれの式を示す. なお, 金額を price(円), 出金回数を count(回), アノテーション

の半径を size(pixel)とする.

(R, G, B) =

(1.0, 1.0 − price × 0.0005, 1.0 − price × 0.0005) 0 < price ≤ 20000

(1.0, 0.0, 0.0) 20000 < price

size =

count × 10 count ≤ 15

150 15 < count
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図 9 Money Flow Map の表示画面 図 10 Money Flow Map の拡大画面

各アノテーションをタップすると, 図 11のような吹き出しが表れ, 店舗名と最も多く出金

している費目を閲覧できる. 更に, タップされた際に表示される吹き出しの右端にはボタン

があり, これをタップすると図 12のようにその店舗における出金の情報が提示される.

4. 予 備 実 験

Account Reporterと Money Flow Map が, ユーザが出金の傾向を知る為にどの程度役

立つのか, また, Account ReporterとMoney Flow Mapによって提示された情報がユーザ

の出金行動にどのような影響を与えるかを調査するため, 著者が実際に使用し, 予備実験を

行った.

4.1 実 験 方 法

著者は 2009年 11月 10日から 2010年 2月 20日までの 103日間, 及び 2010年 4月 2日

から 2010年 5月 11日の 40日間, 合計 143日間の入出金のデータを記録し, 2009年 12月

27日から 2010年 2月 20日までの 56日間, 及び 2010年 4月 2日から 2010年 5月 11日

図 11 吹き出し

図 12 店舗の詳細

の 40日間の, 合計 96日間, Account ReporterとMoney Flow Mapを使用した. 提示を現

在地から何メートル以内の情報を提示するかといった条件は一定ではなく, 様々な条件設定

の下使用した.

4.2 結 果

Account Reporterと Money Flow Map が著者の行動に影響を与えたケース, 及び著者

が想定していなかったケースを以下に挙げる.

4.2.1 Account Reporterによるケース

ケース 1 著者は自宅で 500 円玉を貯金しているが, 財布に 500 円玉があるにもかかわら

ず貯金を忘れてしまうことが多々あった. 本システムの利用期間中は, 500円玉の貯金

は自宅において, 500円の Savingという費目として記録していた. 帰宅中, 自宅に近づ

いた時にプッシュ型提示が行われ, 500円玉貯金の回数が多いことが提示されたことに

よって, 忘れること無く貯金ができた.

ケース 2 出金のデータが溜まってきた時期に, 著者がよく利用するスーパーマーケットに

買い物に行く時, 位置を基にした提示のダイアログが表示され, ダイアログに生活用品

とティッシュをよく買っていると表記してあった. 買い物に行く途中でなければダイア

ログを閉じるが, 買い物に行く途中であったので, 頻度の詳細を表示する為のボタンを
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タップした. するとその店舗においてはつい忘れがちなお茶や牛乳等の飲み物も過去に

買っていることがわかり, それらも忘れずに買うことができた.

ケース 3 学校へ行く際に, システム側から何度もプッシュ型提示が行われていたようだが,

自転車に乗っていたため気づかなかった. 信号で止まったときにスマートフォンが振動

していることに気づき, メールを受信したと思い iPhone を見てみると, プッシュ型提

示のダイアログが数多く表示されており, 全部見るのが面倒になってあまり目を通さず

に無視してしまった.

4.2.2 Money Flow Map によるケース

ケース 4 地下にある駅において出金をした際に, 駅構内で出金のデータを入力した. 数日

後, Money Flow Mapを見てみると, 実際の駅の位置から大幅にずれた場所に位置情報

が記録されていたことがわかった.

ケース 1は, ユーザのコンテキストに合わせて適切な情報提示が行われた例である. この

ケースではシステムは, 日常的な行動を忘れない為のリマインダのような役割を行っており,

適切な場所で, 適切な情報を提示でき, 貯金を行うことができた.

ケース 2は, スーパーマーケットに行った際に買い忘れをしがちなものが適切に提示され

た例である. これによって帰宅してから買い忘れに気づく事態を防ぐことができた.

ケース 3は, 提示タイミングの悪さが明らかとなった例である. ユーザが自転車や車で移

動している際には, 情報提示が行われていることに気づきづらく, 気づいたとしても信号で

止まる, 目的地に到着する等するまでは確認しないことが多い. そのことを考慮する必要が

あると考えさせられた例である.

ケース 4は, GPSの問題である. ユーザが屋内にいる場合には, GPSでは正確に位置情報

を取得できないことがある. このアプリケーションは屋内で使用することが多かったので,

位置情報の取得の手段が GPSのみでは正確なデータは得られない.

4.3 考 察

アプリケーションの貢献

著者が実際にアプリケーションを使用した際に有益だと感じたのは, 主にリマインダとし

ての役割を行っている場合であった. ケース 1やケース 2のように, 普段何気なく生活して

いるとつい忘れてしまうことを思い出させてくれる点が大変役立ったと感じた. 家計簿は主

に家計の現状を把握し, 問題を見つける目的で利用されるものであるが, 今回の予備実験を

通して, 家計簿が ToDoリストと同様の役割を果たすこともできることが分かった.

しかし, 多くの人が家計簿をつける際に考えるであろう節約に関しては, 目立った利点は

見られなかった. 今回の実装では提示する情報は「合計何円使っている」「平均何円使って

いる」等の事実のみで, それがどのような意味を持つかはユーザの解釈に任せるものであっ

た. 家計簿アプリケーションを使う際, ユーザは「～月までに～円貯める」や, 「今月の出

費は～円以内に抑える」等の目的を持って使い始めるものである. よって, ユーザそれぞれ

の目標金額等を設定できる様にし, それに合わせて「目標の～%使っている」等の提示がで

きれば, 節約という目的を果たすことも可能になると考えられる.

店舗位置決定アルゴリズム

また, 今回実装した店舗の位置決定アルゴリズムについても考察する. 最も頻繁に出金を

行ったのが, 研究室にある買い物システムで 85回, 次いで学生食堂で 33回, そして自宅近

くのコンビニエンスストアで 20回と続く. 位置のずれは, 研究室は 66メートル, 学生食堂

は 133メートル, 自宅近くのコンビニエンスストアは 49メートルであり, 半径はそれぞれ

115メートル, 380メートル, 98メートルであった. 数百メートル単位のずれは見られなかっ

たが, 決して小さいとは言えないずれであった. しかし, 同時に半径も大きめになっている

ので, 店舗の近くを通ったときは問題なく提示が行われた. また, 研究室と学生食堂は共に

ほとんどの出金データの入力を屋内にて行ったが, 出金回数の多い研究室の方がずれは約 67

メートル小さいという結果となった. よって, 入出金の回数を重ねていくことによってずれ

を小さくしていけると考えられる. しかし, 実際の出金の後に, 屋外に出てから出金データ

の入力を行ったケースもあったので, これについては詳細に実験を行う必要がある.

また, コンビニエンスストアにおける出金を記録する際は, 店舗の外に出て駐車場におい

て記録することが多々あった. そのため, 出金回数が研究室と学生食堂よりも少ないにも関

わらずずれは小さかった. このことは, 屋外に比べて屋内の GPS精度が低くなることを示

している. 本研究において実装したアプリケーションを利用する際は, 屋内においても正確

に位置を推定できる様になることが望ましい. 屋内における位置推定に関しては, 無線 LAN

を用いたもの2) や RFベースのもの3) など, 盛んに研究が行われている. これらの屋内にお

ける位置検出手法も用いることにより, より正確な店舗の記録や推定を行うことができる.

今後の課題

改善の必要がある点として, まずケース 3のように通知タイミング, 通知方法の問題があ

る. ユーザが自転車や車で移動している際には, 情報提示が行われていることに気づきづら

く, 気づいたとしても信号で止まる, 目的地に到着する等するまでは確認しないことが多い.

林らは, 位置や時刻, 天気等に加えて, 立つ, 座る, 歩く, 走る, 立ち止まる, といった運動状
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態も考慮して情報の提示を行うアプリケーションを開発している4). この研究の様に, モバ

イル環境において何かしらの通知を行う際には, ユーザの運動状態も考慮する必要がある.

以上の点を考慮して改良を加え, 第三者による評価実験を行う必要がある.

5. 関 連 研 究

Schwarzら5) は, ユーザの出金履歴から, ユーザがどこで時間を使っているか, どのよう

な習慣を持っているか, 環境にどのような影響を与えているかを示す為の 3つのアプリケー

ションを作成している. 具体的には, 以下の 3つである.

• タグ付けされた出金履歴の中で, ユーザが指定したタグと指定した金額のものを「習慣」

と定義し, その習慣についての出金の状況をグラフで可視化するアプリケーション

• ガソリン代や航空機代から燃料の使用量を算出し, 二酸化炭素排出量を計算してグラフ

を用いて可視化するアプリケーション

• 出金した範囲を地図上に円を描くことによって示すアプリケーション
これらは既存の家計簿サービスに入力された金額, 費目, タグ, そしてユーザが入力した位

置情報を用いて情報提示を行っており, プル型の情報提示を行うものである. 本研究は, ス

マートフォンに搭載されている機能を利用して, 金額, 費目を入力する際に位置, 時間, 残金

を自動で, リアルタイムに取得し, 取得した情報をプッシュ型の情報提示に利用している点

が異なっている. また, 入出金履歴の地図上における表示に関しては, Schwarzらの研究で

は 1日のお金を使った範囲を 1つの円で示すのみで, どこでどのくらいお金を使ったか, と

いう情報は明らかにしていない. 本研究ではどこで, どのくらいお金を使っているかまで可

視化することによってユーザが費目だけではなく位置の視点からも出金の状況を把握できる

ようにしている.

Kestnerら6) は, 触覚フィードバックを用いて財政状況についての気づきを与える研究を

行っており, 財布にサーボモータを組み込むことによってこれを実現している. 節約したい

ときに財布が開きづらくなる, 収支のバランスが悪いときに財布が膨らむといったフィード

バックを想定しており, 個人の財政状況を, 触覚のみで, 大まかに知らせることができる. こ

の研究では財政状況をプッシュ型提示しているが, 触覚のみを用いて大まかな情報を提示し

ている点が本研究とは異なる.

データマイニングを用いて, ユーザの購買履歴から個々のユーザの特徴を抽出して推薦を

行う研究が行われている7). 商品の推薦は Amazon. com8) をはじめとするインターネット

通販サイトで用いられていることが多い. 商品の推薦に RFM値を用いている研究がある9).

RFM値とは, Recency（最後の購買からの期間）, Frequency(一定の期間内での購買回数),

Monetary（一定の期間内での購買金額）であり, これをユーザの特徴付けと商品推薦に用

いている. 本研究では推薦のシステムは用いていないが, 今後 RFMに位置情報や時間情報

を加えることによってマネーフローコンテキストが構成され, RFMよりも高精度な商品推

薦システムを, 家計簿アプリケーションに組み込むことも可能になると考えられる.

人間の行動をデジタルデータとして記録する, ライフログに関する研究が行われている.

相澤らはユーザに小型カメラ, マイク, GPSレシーバ, 加速度センサ, ジャイロセンサを装

着させ, 日常のあらゆる行動を記録し, 処理する研究を行っている10). また, 相澤はライフ

ログの実践的活用として, 食事ログシステムの研究も行っている11). これはユーザが毎日の

食事を写真に撮り, システムが画像処理を行って食事内容を分類するものである. 相澤はこ

の研究の中で, 特定の興味だけを記録するという応用を指向したものが現実的には重要であ

る, と述べている. 本研究はライフログの中でもお金の使い方という特定の興味に着目した

研究である.

ユーザのコンテキストに応じて挙動を変えるコンテキストアウェアシステムの初期の研究

として, Abowdらの CyberGuide12) がある. これは携帯端末上の案内役システムで, ユー

ザの現在地と向きをコンテキストとして用い, ユーザの現在地周辺の情報を提示するもので

ある. また, 西本らの研究では, コンテキストを用いてビジュアルプログラミングを行える

システムを開発している13). これらの研究はユーザのコンテキストを用いる研究であり, 位

置や運動状態を利用している. 本研究においてもユーザの運動状態を考慮した情報提示を行

うことによって, 評価実験から得られた情報提示タイミングの問題を解決することができる

と考えられる.

6. まとめと今後の課題

本研究では, 位置, 時刻を家計簿に記録し, それらを用いてユーザに出金情報のプッシュ型

提示を行う機能 Account Reporterと, 地図上に入出金履歴を可視化する機能Money Flow

Mapの提案, 実装を行った. これらの機能により, ユーザが出金の履歴をリアルタイムに知

ること, また, 出金を位置と関連づけて確認することができる.

また, Account Reporterと Money Flow Mapが自らの出金傾向を知るためにどの程度

役に立つのかを調査するため, 著者本人が予備実験を行った. その結果, 特に, 出金の履歴が

買い忘れを防ぐ為のリマインダの役割を果たすことが多いことがわかった.

今後の課題として, 今回は予備実験として著者のみがシステムを利用したので, 今後は, 第
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三者に長期間利用してもらうという評価実験を行う必要がある. また, 節約という観点にお

いても役立つよう, 提示内容の検討やユーザによる目標金額の設定等を行う必要がある. さ

らに, ユーザの運動状態を考慮した提示タイミングの改良と, より正確に店舗を特定できるよ

うな位置情報の推定方法についても検討していく. 最後に, 本研究においてはマネーフロー

コンテキストの中から費目, 金額, 日付, 位置, 時刻のみを利用したので, 今後は利用する情

報を更に増やしていく予定である.
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