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あらまし 我々は先行研究において，レシート情報を蓄積して様々なサービスへ役立てる「レシートログ」の提案を

行っている．本稿では，レシートログを消費者に対しより付加価値の高い情報として提供するため「一般消費者向け

レシートログ分析サービス」の提案及び実装を行う．具体的には，Recency（最新購買日），Frequency（購買頻度）,

Monetary（購買金額）の 3つの観点から購買履歴を分析するための APIの設計と実装を行う．
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Abstract We have previously proposed ReceiptLog, which stores user’s purchase histories from daily receipts for

various application and services. In this paper, we propose and implement consumer-oriented lifelog mining service,

called ReceiptLog mining service. ReceiptLog mining service provide user potential value add information by using

user’s purchase history. Concretely, we implement mining service which analyzes purchase history from perspective

of Recency, Frequency and Monetary.
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1. は じ め に

近年，一般消費者（以降ユーザと呼ぶ）の購買履歴に基づい

た経営戦略が多くの企業によって広く取り入れられている．膨

大な数の購買履歴を分析することで，売れ筋の商品や，性別・

年齢別のユーザの嗜好，同時に購買されやすい商品といった情

報を得ることができる [1], [2]．

しかし，ユーザの購買履歴は企業側からのみならず，ユーザ

自らのために役立てられる可能性がある．例えば，日用品や食

料品の支出データを分析することで，ユーザ自身の生活行動範

囲内での商品の底値の把握といった経済的な利益を享受できる．

我々は，先行研究において，購買履歴を消費者自身に役立て

るべく，ライフログ [3]として扱えるレシートログサービス基盤

の提案と実装を行っている [4]．レシートログサービス基盤は，

レシート読み取り機，レシートログ DB，レシートログ APIの

3つから構成されている．レシート読み取り機は，レシートを

デジタル化するためのデバイスであり，レシートログ DBはそ

のデジタル化されたレシート情報を蓄積する．さらに，蓄積さ

れたレシートログ DBはレシートログ APIを通じて外部から

のアクセスが可能である．

また，提案したサービス基盤を用いて，日々のレシートをブ

ログのように振り返り，友達と共有するサービス「レシログ」

を開発した [5]．被験者実験の結果，自身の購買履歴から生活ス

タイルを見直せるなどの好評価が得られた．その反面，レシロ

グの分析機能が不十分であり，「単なるレシートの振り返り以上

の分析機能が欲しい」という意見も寄せられた．例えば「これ

までに購入したカップラーメンの総数を知りたい」や「最近の

マイブーム店舗が知りたい」という要求である．

こうした要求に応えるべく，本研究ではレシートログサービ

ス基盤を拡張し，より付加価値の高い分析が可能となるレシー

トログ分析サービスを実装する．分析サービスの実現にあたり，

企業の購買履歴分析手法の 1 つである RFM 分析の考えを利

用する．RFM分析とは，Recency（最新購買日），Frequency

（購買頻度），Monetary（購買金額）の 3つの観点から顧客の

購買行動を分析し，顧客をランク付けする分析手法である．

これを消費者向けサービスとして応用し，ユーザ自らの購買
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図 1 レシートログサービス基盤のアーキテクチャと利用の流れ

履歴を，RFMそれぞれの観点から定量的に分析し，自身で振

り返る付加価値の高いサービスを検討する．具体的には，レ

シートに存在する,商品名，店舗名，といった様々なデータ項目

に対して，RFMの観点から定量的に購買履歴を分析する 3種

類のレシートログ分析 API，getRecency()，getFrequency()，

getMonetary()を設計及び実装する．

さらに，提案した APIを用いて，レシログの分析機能拡張を

おこなったレシログ 2.0を開発し，評価実験を行った．実験の

結果，自身のデータを振り返る際に役立つのみならず，他者の

データを閲覧する際にも面白みがあり，役立つことが示された．

2. 準 備

2. 1 RFM分析

購買履歴とは，顧客が買った商品の購入日，商品名，値段，

数量といった商品に属する情報と，顧客自身の年齢，性別と

いった顧客自身に属する情報の 2種類の情報によって構成され

る履歴である．企業側がこの購買履歴を分析し，優良な顧客を

探す出す手法として RFM 分析 [1], [2] が知られている．この

手法は，企業側が購買履歴を分析し，Recency（最新購買日），

Frequency（購買頻度），Monetary（購買金額）という 3つの

観点に基づき，顧客を優良顧客かどうかを選定する手段である．

具体的には，Recency （最新購買日）という観点は，顧客が最

後に購入した日を判断基準とするもので，最近商品を購入した

顧客の方が何年も前に商品を購入した顧客よりも優良顧客と考

える観点である．また， Frequency（購買頻度）は，顧客がど

の程度頻繁に商品を購入したかを判断基準とする考え方であ

る．購買頻度が高い人ほど優良顧客とする観点である．また，

Monetary （購買金額)は，消費者がどれだけその企業に対し，

購買金額を費やしているかを示すものであり，購買金額が高い

顧客ほど優良顧客と判断する観点である．

これら，3つの観点それぞれに，数値の重み付けをしたラン

クを作成することにより，そのランクにおいて上位の顧客は，

優良顧客であると判断される．こうしたランクをもとに，優良

な顧客や将来優良になり得る顧客を探し出し，カタログ販売や

ダイレクトメール展開などの拡販戦略に役立てる．このように，

RFM分析は企業側が顧客を分析する手法として，活用されて

いる．

2. 2 先行研究：レシートログサービス

我々は先行研究 [4] において，レシートから収集された購買

履歴（レシートログ）を蓄積し活用するための基盤，レシート

ログサービス基盤を提案した．さらに，基盤を活用したレシー

トログサービスの 1つとして，レシートログの振り返りと共有

を支援するWebアプリケーションレシログを開発した [5]．基

盤のアーキテクチャと，その利用の流れを図 1示す．レシート

ログサービス基盤（以降，サービス基盤）は，物理的な紙面に

記録されたレシートをデジタル化しデータベースとして蓄積し

た上で，そのデータベースへのアクセス手段を提供する枠組み

である．具体的には，レシート読み取り機と，レシートログを

蓄積するデータベース，さらにデータベースにアクセスするた

めのレシートログ APIから構成される．APIを利用すること

で，レシートログに基づいた様々なサービスが実現される．現

在，サービス基盤には 44種類の APIが実装されており，ユー

ザリストの取得，商品名の検索，店舗情報の取得，使用金額の

集計などの APIが存在する．

さらに，サービス基盤を利用したWebアプリケーションと

してレシログの実装を行った．レシログは，ログの振り返りや

使用金額の把握，友人とのレシート共有などの機能を持つ．

2. 3 課 題

先行研究で実装したレシートログ API は，様々なサービス

に活用できるような汎用的な操作に限られている．例えば，店

舗の検索，指定期間内の使用金額の集計などである．これらは

様々なサービスからの利用を想定した最も基本的な操作のみで

あり，この基盤を利用しているレシログは簡単なレシート振り

返り機能に留まっている．ユーザにとってより付加価値の高い

サービスを実現するためには，現在のサービス基盤を拡張する

ことが求められる．

3. レシートログを用いたRFMに基づくレシー
トログ分析サービスの検討

3. 1 研究の目的とアプローチ

本研究の目的は，ユーザ側の立場で，より付加価値の高いレ

シートログサービスを実現することである．そのために，企業

視点で利用されている RFM分析を参考に，ユーザ視点におけ

る RFMそれぞれの観点の適用可能性について検討する．この

検討に従い，レシートログ分析 API を追加し，サービス基盤

の拡張を行う．

具体的には，まず，どのようにしてレシートログの分析を行

うか，具体的な手法とそれを活用したサービスについて検討す

る（3. 2節）．次に，検討したサービスを実現するための，レ

シートログ分析 APIの設計を行う（3. 3節）．さらに設計に基

づき，既存のサービス基盤にレシートログ分析 API の実装を

行う（3. 5節）．また，実装した APIを利用して，レシートロ

グ分析アプリケーションの開発を行う（4.節）．

3. 2 キーアイディア：RFMに基づくレシートログ分析

我々は，先行研究で行った評価実験のアンケートから，現状

のレシートログサービスには，分析機能の不足により，「商品に

対する購入数や消費金額を知りたい」，「自身が最近よく購入し
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ている商品が知りたい」という 2つの要求が生じている．具体

的には，1.節で述べたように，「これまでに購入したカップラー

メンの総数を知りたい」であったり，「最近のマイブーム店舗を

把握し，いくら支出しているか知りたい」といった要求である．

これらの要求に応えるために，本稿では RFM分析をユーザ

視点から利用することを考える．2. 1節で述べたように RFM

分析は，企業側が RFM という 3 つの観点から顧客の持つ購

買履歴を分析し，顧客をランク付ける手段である．これに従う

と，ユーザ視点での RFM分析とは，ユーザ側が自身のレシー

トログを RFMの観点から分析し，商品や店舗に対してその購

買頻度や使用金額を分析する方法であると言える．ユーザ視点

の RFM 分析を支援する API を用意することで，商品に対す

る購買頻度や，店舗に対する購買金額といったサービスを実現

することが出来ると考える．

レシートログに対して，RFM分析を適用した場合の例につ

いて説明する．レシートログには，購買日，購入時刻，店舗，

商品の購入地域など数多くのデータ項目が存在する．数あるレ

シートログの項目に対して RFMの観点から，どのような分析

が可能であるか，具体例を用いて考える．Rは Recency（最新

購買日）という観点であり，Fとは Frequency（購買頻度）と

いう観点，MはMonetaryとは（購買金額）という観点である．

例えば，商品名「ラーメン」に対して RFMをあてはめると，

• R：最近いつラーメンを購入したか

• F：どれだけ頻繁にラーメンを購入しているか

• M：どれだけラーメンに支出しているか

が分析できる．また，店舗名「セブンイレブン」に対しても同

様に RFMをあてはめることで,

• R：最近セブンイレブンでいつ購入したか

• F：どれだけ頻繁にセブンイレブンにいっているか

• M：どれだけセブンイレブンに支出しているか

が，分析できる．上記のようにRFMという観点を利用し，ユー

ザの購買履歴を分析することで，ユーザが特定商品又は特定店

舗を最近いつ購入したか，あるいは来店したかという情報を把

握することができる．また，同様にどれだけの頻度で，商品又

は店舗で購買しているかという情報も把握できる．さらに，ど

れだけの金額を特定商品又は特定店舗に対して支出しているか

も容易に把握可能である．

これらの分析結果を利用することで，様々な付加価値サービ

スを実現できると考える．例えば最新購買日という情報を利

用すれば，日用消耗品などの在庫切れをシステム側で推測し，

ユーザに提示するサービスが実現できる．また，購入頻度情報

を利用することで，嗜好の偏りを判断し警告を促すサービスを

提供できる．さらに RFM複数の観点を組み合わせたサービス

として，最近よく購入されているホットな商品を通知するよう

なサービスも可能である．これは最新購買日と購入頻度を結び

つけた情報を基に，各ユーザのマイブーム商品を探し出し，そ

の情報をユーザ間で共有することで実現される．

3. 3 RFMに基づくレシートログ分析APIの設計

レシートログ分析サービスの実現にあたって，有用となる

レシートログ分析 API の設計を行う．まず，Recency，Fre-

quency，Monetaryの 3つの観点をそれぞれ利用したレシート

ログ分析 API を設計する．次に，上記で設計した RFM 型の

API を組み合わせた付加価値サービスの例を示す．また，レ

シートログ分析 APIの設計にあたっては，Henning [6]の設計

手法を参考にした．

3. 3. 1 Recencyの観点による分析 API

レシートログを Recencyの観点から分析する APIを考える．

条件として，店舗や商品など，様々な観点から検索を行うこと

を想定し，検索の観点を表す対象（target），その対象におけ

る条件（cond）を指定できるようにした．targetの取りうる値

は，商品や店舗のみならずも購入エリア（市町村区など），価

格，合計使用金額などを含む．また，柔軟に最新何件までの

データを取得できるようにするため，データの検索制限を設け

た（limit）．返り値としては，最近の購買を知りたいという要

求から，以下の Receipt型を返却するようにした．

・Receipt 型

店舗名， 店舗住所， 購買日，明細（商品名，価格) のリスト，

合計使用金額

以上を踏まえて，次のようなインタフェースを提案する．な

お，引数の*は必須入力項目であることを表す．

・インタフェース

Receipt[] getRecency(userid, target, cond, limit)

・引数

userid*：ユーザ名．

target*：検索対象．下記の 5 つの値を取る．

product：商品，shop：店舗，area：エリア，

price：価格，total：合計金額

cond*：検索対象条件に関するクエリ．

limit：取得データ数に関するクエリ．省略時には全件取得．

・返り値

クエリにマッチした Receipt の配列．日付の降順にソートされて

いる．

使用例 1：getRecency(tokunaga, product, ラーメン，5)の

呼び出し結果は「ユーザ tokunagaの購入履歴のうち，ラーメ

ンを含む最新 5件の Receipt型の配列」である．

使用例 2：getRecency(tokunaga, total, >10000，3)の呼び

出し結果は「ユーザ tokunagaの購入履歴のうち，合計金額が

10,000円を超える，最新 3件の Receipt型の配列」である．

3. 3. 2 Frequencyの観点による分析 API

レシートログを Frequencyの観点から分析する APIを考え

る．条件として，Recencyの観点と同様に様々な観点から検索

を想定し，検索の観点を表す対象（target）とその対象におけ

る条件（cond）を指定できるようにした．また，検索対象に対

する一定期間内での購買頻度も調べたいと考え，検索期間につ

いて（since, until）も指定可能とする．また，返り値として，

購買頻度のみを返すことで，他の API と容易に組み合わせる

ことができるように設計をしている．

使用例 1：getFrequency(tokunaga, shop, セブンイレブン,
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2012-01-21, 2012-02-21)の呼び出し結果は，「ユーザ tokunaga

が，2012年 1月 21日から 2012年 2月 21日までの間に，セブ

ンイレブンで買い物をした頻度」である．

使用例 2： getFrequency(tokunaga, price, <=200, 2012-02-

01, 2010-02-14)の呼び出し結果は，「ユーザ tokunagaが，2012

年 2月 01日から 2012年 2月 14日までの間に，200円以内で

購入した商品の頻度」である．

・インタフェース

int getFrequency(userid, target, cond, since, until)

・引数

userid*：ユーザ名

target*：検索対象：下記の 5 つの値を取る．

product：商品，shop：店舗，area：エリア，

price：価格，total：合計金額．

cond*：検索対象条件に関するクエリ．

since：検索開始日．

省略時にはログ取得の最も古い日付が指定される．

until：検索終了日．

省略時には現在の日付が指定される．

・返り値

検索対象に対する購買頻度．

3. 3. 3 Monetaryの観点による分析 API

次に，レシートログをMonetaryの観点で分析することを考

える．上記 2つの APIと異なり，本 APIの targetの取りうる

値は，金銭面に関する検索対象を除いた 3つ（商品，店舗，エ

リア）に限られている．さらに，Frequency の観点と同様に，

一定期間内での検索対象に対する消費金額を調べられるように，

期間指定 (since, until) をできるようにした．返り値は，検索

対象に対する購買金額のみを返すことで，他の API と容易に

組み合わせることができるように設計している．上記のことを

踏まえて，次のようなインタフェースを設計する．

・インタフェース

int getMonetary(userid, target, cond, since, until)

・引数

userid*：ユーザ名．

target*：検索対象：下記の 3 つの値を取る．

product：商品，shop：店舗，area：エリア，

cond*：検索対象条件に関するクエリ．

since：検索開始日．

省略時にはログ取得の最も古い日付が指定される．

until：検索終了日．

省略時には現在の日付が指定される．

・返り値

検索対象に対する購買金額．

使用例 1：getMonetary(tokunaga, area, 兵庫県神戸市灘区,

2012-01-21, 2010-02-21)の呼び出し結果は，「ユーザ tokunaga

が，2012年 1月 21日から 2012年 2月 21日までの間に，兵庫

県神戸市灘区で支出した金額」である．

使用例 2：getMonetary(tokunaga, product, *ラーメン, ””,

””)の呼び出し結果は，「ユーザ tokunagaが，今までにラーメ

ンに支出した金額の合計」である．

3. 4 RFMの観点を組み合わせた応用例

Recencyと Frequencyの観点を組み合わせて，キーアイディ

ア 3. 3節で述べた，ユーザが最近頻繁に購入している商品の一

覧を返すサービス「getHotProduct()」を考える．getMonetary

と getRecencyを呼び出すと上記サービスが実現できる．下記

に実際のアルゴリズム例を示す．なお Product型は商品名を格

納する配列である．

Product[] getHotProduct(ユーザ名, 商品名){

Product hot[];

Receipt R[];

R[]=getRecency(ユーザ名, product, 商品名, 5);

foreach(r:R){

if(getFrequency(ユーザ名, product,

r.product, today-10, today) > 5){

hot.add(r.product);

}

}

return hot;

}

3. 5 実 装

設計に従い，ユーザの購買履歴を分析するレシートログ分析

API の実装を行った．なお，現在は target として，店舗又は

商品に対して対応している．

これらの API を Java で実装した．実装に関してはデータ

ベースにアクセスして SQLを多く利用しているため，それら

を考慮して iBATISという O/Rマッパーを利用した．作成し

たレシートログ分析 APIはWebサービスとして公開もしてい

る．これにより，開発言語や実行環境に非依存な API利用が可

能となり，APIの改訂・保守も容易となる．

4. レシートログ分析アプリケーション開発

4. 1 SNS型Webアプリケーション「レシログ 2.0」

3.節でのサービス基盤の拡張に従い，先行研究 [5]で開発さ

れたレシログを拡張したレシログ 2.0の開発を行う．追加され

た機能は Recencyに基づく APIを利用した最新購買履歴の検

索機能と，Frequency と Monetary に基づく API を利用した

商品又は店舗に対する購買頻度・購買金額ランキング機能の 2

つである．

4. 2 最新購買履歴の検索機能

ユーザの商品又は店舗を最近いつ購入，来店したか表示する

機能である．ユーザはこの機能を利用することにより，商品並

びに店舗に対する最近の購入履歴の回帰が可能である．これ

によってユーザに在庫状況を想起させ，商品の重複購入を防い

だり，消耗品の新規購入を喚起させることができる．図 2 は，

ユーザ tokunagaが商品名「ガムデンタルブラシ#191」の購買

履歴を検索した結果が表示されている．

4. 3 商品/店舗に対する購買頻度・購買金額ランキング機能

ユーザ自身がどの商品又はどの店舗で多く購入しているか，
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図 2 最新購買履歴の検索結果

図 3 商品/店舗に対する購買金額・購買頻度ランキング検索結果

あるいは支出しているかを具体的に可視化する機能である．

ユーザは，次の 4つの選択期間（1ヶ月前，3ヶ月前，6ヶ月前，

12ヶ月前）を選ぶことができる．選んだ期間内において，ユー

ザ自身が商品，店舗それぞれの購買頻度・支出金額を振り返

ることができる．この機能により，ユーザ自身のマイブーム商

品・店舗が把握可能となり，これまで気づかなかった潜在的な

情報の振り返りを可能とする．さらに，このデータを他人と共

有することによって，他人がよく購入している優良商品又は優

良店舗の把握といった生活向上にも活用できる．図 3は，ユー

ザ tokunagaが過去 3ヶ月の間に行った店舗のランキングを示

している．最も購買頻度が多かった店舗は，「セブンイレブン神

戸大学工学部店」で 9回の買い物を行っており，合計 2,024円

を支出したという結果が表示されている．

5. 評 価 実 験

5. 1 実 験 設 定

ユーザ視点での RFMの観点による分析の有効性を確かめる

ため，レシログ 2.0 を用いた評価実験を行った．本実験では，

経済的な観点からサービスとしての有用性を確認する．さらに，

被験者に対し振り返りの際に 2種類のタスクを実施した．タス

ク 1は，レシートデータを自分自身で振り返る型のタスクであ

る．タスク 2は，複数人でレシートデータを共有し振り返る型

のタスクである．被験者は全員で 13人であり，その内訳は 20

代前半の学士課程の男子学生 3 人，20 代の修士課程の男子学

生 10人である．また，学生の生活様式の内訳は，実家暮らし

の学生が 3 人，1人暮らしの学生が 10 人である．蓄積したレ

シートデータは計 1,615枚であり，データの取得期間は約 22ヶ

月間である．実験の評価手法として以下のように質問項目を用

意し，回答してもらった．また，各質問については 5段階評価

をしてもらい，その理由についても定性的な評価として回答し

てもらった．実験の質問項目を次に示す．
実験の質問項目

・task1

Q1：自身のログを振り返って役に立ちましたか？

Q2：自身のログを振り返って面白いと感じましたか？

・task2

Q3：他人のログを振り返って役に立ちましたか？

— 5 —



Q4：他人のログを振り返って面白いと感じましたか？

5. 2 サービスとしての評価

タスク 1について，それぞれの平均スコアはそれぞれ，Q1：

4.2，Q2：4.2となった．また，評価に対するコメントを表 1に

示す．タスク 2 について，平均スコアはそれぞれ，Q3：3.0，

Q4：4.2 である．また，評価に対するコメントを表 2 に示す．

なお，表の＋は肯定的な意見を表し，-は否定的な意見を表して

いる．

タスク 1について，評価は役に立つ・面白いそれぞれ平均ス

コア 4.2と良い評価を得られた．良いと回答した被験者からは，

「酒・タバコなどの嗜好品を控えなければならないと感じた」と

いう意見や「ランキングで何にどれだけ支出しているか把握で

きた」という意見を得られた．このことより，今回実装したレ

シートログ分析サービスは，ユーザの経済面での振り返りにお

いて有意であったと考えられる．

また，タスク 2の面白さという観点の評価については，平均

スコア 4.2と良い評価を得られた．面白かったと回答した被験

者からは，「自分と異なる購買傾向を持っており，比較できて面

白かった」といった回答を得られた．これは，他人と自分の購

買傾向を比較するということは日常で行われることは滅多にな

く，生活面の向上に直結して役に立つことはないが新鮮な面白

みがあったということであると考える．

一方で，タスク 2 の役に立つという観点の評価については，

平均スコア 3.0に留まった．役に立たなかったと答えたユーザ

からは，「他人のデータを基にした推薦する機能がなかったた

め参考にすることが，難しかった」といった意見や「他人のレ

シートデータは，何の商品名を示しているのか推定するのが困

難」といった意見が得られた．

前者のコメントを残したユーザに後日インタビューをしたと

ころ，単に人のデータを見るだけでは，どのように他人のデー

タを参考にすればよいのか分からず，参考にしようがなかった

ということだった．これは，現状サービスが振り返る機能しか

実装していないのが主たる原因である．本稿で，提案したRFM

に基づくレシートログ API は設計において，購入頻度，購買

金額という購買履歴を定量的に扱える分析 APIとなっている．

そのため，ある一定の購入頻度を超過した際には，警告すると

いったサービスや，同様に一定の購入金額を超えたら通知する

サービスは容易に開発可能だと考える．今後は，上記サービス

を開発することで，この問題には対処したいと考える．

また，後者に関しては，レシートログ分析 API は現状，費

目などを考慮していないことが主たる原因である．他人が記録

したレシートログの商品名や店舗名は，記録した本人しか把握

できないことがある．今後は，費目別に RFMに基づいた API

の拡張を行い，食費や日用品など商品の性質別に分析・提示す

ることでより有意なサービスへ拡張させたいと考える．

6. お わ り に

本稿では，レシートログをユーザのために RFMの観点から

分析を行う，レシートログ分析サービスに関する検討及び実装

表 1 タスク 1：自身のログの振り返りに関するコメント

肯定/否定 コメント内容

+
購入頻度が高いものは，少し減らさないと経済的にも

健康的にもよくないと感じた（主に酒とタバコ).

+
ランキングにすると何に金を使っているのか分かりや

すくて良かった．

表 2 タスク 2：ログ共有に関するコメント

肯定/否定 コメント内容

+
他人がどんな商品にお金を費やしているか分かり，

その人の価値観が把握できて面白かった．

+ 自分が購入しているものと全く異なるものを購入

していて，自分と比較できたので面白かった．

− 具体的な推薦機能がないため，他人のログをどう参考に

すれば良いのか分からない．

− 他人のレシートの商品名からは，何の商品か把握するのが

難しい．

を行った．さらに，実装したレシートログ分析サービスを利用

したアプリケーションレシログ 2.0の開発を行い，そのサービ

スとしての有用性の評価を行った．

現在，実装されているレシートログ分析 API は全て，商品

と店舗のみを検索対象としており，その他のデータ項目を対象

とした APIの追加は今後の課題の 1つである．今後の展望と

しては，サービスに推薦機能を追加することや費目別にレシー

トログを分析するサービス拡張の検討をしている．
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