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はじめに

ライフログは、Ｗｅｂ2.0の次の時代を刑造する、ｉ二iわば第３世

代のネットワーク時代をひらくキーワードです。

鋪１１t代は、限られた企業やメディアが．方的に情報を発信す

る枇界でしたが、Ｗｅｂ２０では無数のユーザーがI2Iら情報を発信

するようになり、いまやネットワークには膨大な冊の情報が漂う

ようになりました。鹸近よく見かける「ソーシャルネットワーク」

や「クラウドコンピューティング」という爵葉は、Ｗｅｂ２．０と非

常にＩＮＩ係の深いものです。ソーシャルネットワークは、ユーザ一

発1(型のコンテンツが、新たなユーザーIjijtのネットワークを生

み川したものです。クラウドも、その発祥には、ユーザーがネッ

トワークｋに散らばるさまざまな梢報を細み合わせて新たなコン

テンツを作り発信する「マッシュアップ」と誘われる方法論が深

く影聯を'j､えています。どちらもユーザーの自発的な働きかけに

よって形作られるＷｅｂ２．０の延焚線上にあります。

これに対し、ライフログはユーザーの情報を自動的に収集し、

分析することで、新たなコンテンツやサービスを生み出すもの

です。ユーザーが能動的に発侭し、鰯秩序に拡散したＷｅｂ２０

というネットワーク上の悩報の婆に秩序をもたらすだけでなく、

ウェブの外にあるあらゆる情報をも統合するキーワードです。

水神は、期待を持って語られ始めたライフログがもたらす次世

代のネットワークの世界とはいったいどういうものなのか、私た

ちにどのような恩恵を与えてくれるのかを、腹範囲に、またでき

るだけわかりやすく解説しようと試みたものです。皆さまのビジ

ネスのお役に立てば幸いです。

2009年１０Ｍ寺ＩＨ興治
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はじめに３

序章Ⅲ

今､なぜ､｢ライフログ｣なのか？’２
｢愉報革命｣の次のステップ｢生活硫命」

第１章ﾗｲﾌﾛゲごは何か？！‘，

１－１究極の自分史｢ライフログ」２０
デジタル化され並べ替jとることができる人生の記録

日肥や写真はライフログか?／日常生活の記録はライフログか?／身の周りの記

録のデジタル化が進んでいる／大事なのはログ(肥録)同士の関連性／コンテン

ツの利用履歴も重要な自分史／時系列に並べ替えられることが、要

1-2ライフログに必要な基本情報とは？２６
｢5WlH｣がデジタル化･分顛され､規則性を持つ

デジタル化､分類､規則性が鯉／ライフログに必要な佃報は５Ｗ１Ｈ／属性佃報

がないと適切な佃報提供は不可能

l-3知らないうちにたまっていくライフログ
ウェプの閲覧ログから通子マネーの決済願歴まで

3０

ブラウザーに自動的に記録されるログ／ブログやSNS､写真に肥録されている

摘報／音楽データに記録されている慨報／移動したルートを配録するマンナビ

／ユーザー登録で書き込む屈性佃報／キャッシュカードやSUicaも履歴確陽が

可能／ライフログ1W報は恐実に蓄稲されつつある

1-4ライフログは個人情報か？３４
焔本的には別物だが､明確な区別と説明が必要

活用の漣となるのは｢本人｣の愉報／本人を職別するＩＤとパスワード／ＩＤや（
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スワードは個人愉報ではない／ライフログは個人の特定が目的ではない／ユー

ザーの密き込みには注意が必要／個人佃報保鰻法はライフログにも適用される

第２章ﾗｲﾌログを集めるための
先端技術”

2-１どのようにしてライフログを集めるか
見たもの､聴いたもの､活動､感愉､思考

できるだけ多くの個報を築めるために

･1０

2-2携帯電話に内蔵されたセンサーから
ライフログを集める４２

カメラ､GPSからマイクまで

位凹1W報取得の引き金になったGPS搭載／万歩計にも利用されている加速度セ

ンサー／ＧＰＳの弱点を補う地磁気センサー／新たなサービスが期待される未知

数のセンサー／音声センサーとしてのマイク

2-3FeIiCaやICタグを利用して
ライフログを集める５０

処理の履歴を記録できる非接触ＩＣ

利用範囲の拡大が期待されるFeliCa／広範囲な実用が期待されるＩＣタグ

2-4自動車に搭載されたｾﾝｻｰから
ライフログを集める55

120を超える収職センサーやICキー

ABSは梢報収築にも利用できる／車載カメラや車速センサーを渋滞予測に活用

／さまざまなカーナビ連動サービス／汀Ｓによるライフログ活用／キーのＩＣカー

ド化でライフログ利用が可能に／ライフレコーダーでドライバーの体鯛を管理

５



2-5人の健康面､精神面の状態を把握する
ライフログサービス６’

ストレス社会で低コストな健旗管理を実現

医疲分野で活用されるライフレコーダー／体亜計をライフレコーダーとして活用

する動きも

2-6音声や感性を認職する
マン・マシーン･インターフェース６３

ソフトウェア側発がライフログの質を高める

飛囲的に進化している音声麗織／高度な音声露識を支える技術／画像認識でも

利用される特徴点抽出／翻怒哀楽を推測できる感性認識

2-7人に代わって情報を司る
ＡＩ(人工知能)とエージェント“

数年後にはライフログの重要な鍵を握る

対面販売の接客を実現するために必要なＡＩ技術／佃報嘩里を代行するエージェ

ント／エージェントで進化するインターフェース／ＡＩは友逮や恋人を作り出すこ

とができるか？

2-8ライフログを進化させる
アプリケーション開発７２

妃録･収災の向勤化からライフアシストまで

ライフログは有用なアプリケーションのための手段／記録の自動化を実現するラ

イフトラッキング／音声の自動記録は現実化しつつある／実験段階のヘッドマウ

ントディスプレイ／ピジネスシーンで期待されるライフアシスト／健康･医療の

分野で実用化が道む／日常の小さな不便や不安を解消するものが多い

(，



第３章ﾗｲﾌﾛグﾝi?活用したビジﾈｽ両

3-1ライフログビジﾈｽの研究･調査･歴史７恥
人間の生活を追跡して記録するさまざまなビジネス

米国国防緯省の｢ライフログ･プロジェクト｣／マイクロソフトの

｢MyLifeBitsPrDjectj／日本でのライフログサービスの展開

3-2ライフログビジﾈｽ普及の鍵“
負荷やコストを軽減し､効率のよいサービスを

利用者の求めるクオリティーをリーズナブルに

3-3未来を提示するﾗｲﾌログビジﾈｽ郷
デジタルデータの分析で人の行動を先読み

利用者の行動を予測した佃報提供が必須／ライフログの活用で行動の未来を提

示する

3-4情報を絞り込む‘‘ﾚｺﾒﾝド，，卯
あふれる愉報の海から有用な愉報を発見

情報過多な状況で求められるレコメンド／クラスタリングによるレコメンドの仕

組み／協鯛フィルタリングによるレコメンド／進化した音楽レコメンド機能

｢Genius｣／手法や目的によって多楳化するレコメンド／レコメンドは投資効率

を最適化する有効な手段

3-5顧客を絞り込む‘‘行動ﾀー ゲﾃｲﾝゲ'’’００
人の行動を分析し､傭報を伝免る対象を選定

佃報伝遮の無駄を省く方策／リステイング広告とコンテンツマッチング広告／行

動昭歴を分析して鼠適な佃報を提供する／行動ターゲティングの実際の迦用方

法／行動ターゲティングとプライバシー／潜在顧客を掘り起こし､販売槻会を増

加させる／検索やコンテンツと切り離して広告表示できる／行動ターゲティング

の弱点とは？



3-6自立的に行動する"ｴー ジｪﾝﾄ'’’'０
人に代わって愉報を最適化するプログラム

ライフログのインターフェース／ＡＩ槻能を傭えたエージエントプログラム

3-7ライフログビジﾈｽに立ちはだかる課題’'３
人生の変化に追いつけないデジタル技術

小さな親切､大きなお世賭／例外データをどれだけ蓄稲できるか／表現の工夫

次第で潤足度を向上させられる／利用者の状況変化への対応が難しい／属性の

変更を完全に反映させるのは至難の菜／変化のパターン化で対応も可能／過去

の経験の範電に個人を押し込めていく／窓外性が新たな興味を呼び起こすこと

もある／本当に求めているのは意外性？

3-8ライフログと
エクスペリエンスマーケテイング’２２

商品やサービスの内容だけで左く購入過程も砿視

顧客の真の姿を知るためのライフログ／ライフログの活用で満足度を高める工夫

を／ブログやSNSはライフログ収築に有効な手段／ライフログ利用により利用

者の期待値も高まる

3-9ライフログとｿー ｼｬﾙネットワーク’２６
ウェプサイトの枠を超免たライフログ収染が可能に

拙数サイトにまたがるフィードマーケティング／ツールバーを利用したライフロ

グ収築／オーブンソーシャルで広がるライフログ活用

3-10ライフログを利用した
ビジネスのエコシステム’3’

邪莱者と利川背双方のメリットとは

個報量の畑大がもたらす機会損失／佃報コストの削減が両者共通のメリット
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第４章ﾗｲﾌﾛグピジﾈｽご社会制度

4-1ﾈｯﾄﾜー ｸｲﾝﾌﾗは日本が世界最先端
2010年庇以降にライフログの利用が活発に

世界のどこにもお手本となる国はない

135

1３６

4-2サービスの実現が先か､法的整備が先か？'3冊
ライフログをビジネスに利用する際の倫理的lHl迎

まずは全関係者の問題愈職の共有から／拙速な法的整備はサービスの発展を妨

げる?／摘報開示と問題意識の共有

4-3ライフﾛグにおける個人情報保霞Ｍ３
利用者の椛利が1.分に尊亜される仕組みづくウ

ライフログ利用における個人桐報の定義／ライフログ佃報の取り扱い方針／その

他の規制やガイドラインとライフログ悩報／ライフログ佃報は雄のものか?／利

用者の枢利を尊皿したライフログ佃報管理

4-4ライフログビジﾈｽの
ブラシトフォーマー’帆

挑帯晒話会社の機能が軸となるシステム

登録や手続きの共有化からプラットフォームへ／撹帯冠騒キャリアは有力なブ

ラツトフォーマー／ブラツトフォーマーの役割と賢任／寡占的ブラシトフオーマー

と公正観争／データボータピリティーをどこまで尊亜するか？

4-5事業者に求められるｾｷｭﾘﾃｨー ’５５
冊報湘えいのリスクに対応する

摘報のコピーと洞えいの危険性／佃報漏えいの被害を殿小限にする対策

リ



4-6国際競争力を強化する
ライフログサービスｌ５ＩＩ

ｎ､ﾘ‘業者が世界へ羽ばたくチャンス

世界で通用する日本のライフログサービス／世界のニーズに応えられる仕組み作り

第５章未来に向かう
ライフログビジネス

５－１生活に広がるﾗｲﾌﾛグｻー ビス
サーピス将及の準備はすでに鞭っている

一般化するライフログサービス／発展の鍵は利用者の意戯変化

1６１

162

５－２技術のﾛー ドﾏﾂブとﾗｲﾌログ’“
クラウドとNGNがライフログの促進を後押し

商品のライフログを配録する／クラウドコンピューティングとライフログ／エー

ジェントで広がる経験領域／ＮＧＮでさらに進化するライフログ

う－３利用者が主役となるﾗｲﾌﾛグの未来像’‘，
端末が変わっても同じＩＤでサービスを使う

ＩＤボータビリティーという仕組み／シングルサインオンの普及が待たれる／ライ

フログを生活シーン別に使い分ける／ライフログを屈性の連いで使い分ける／競

争珊填がサービスの質を向上

ＵＲＬ一覧１７３

著者紹介１７５
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今､なぜ、
｢ライフログ｣なのか？
｢情報雌命｣の次のステップ｢′I祇雌命」

２００９年はライフログ元年

雌近、さまざまなところで「ライフログ」という甫蛎を見聞き

することが多くなっています。Ｉ'1,やネットⅢ辿災界ではlWcb

2.O」に続く流ｲﾊ淵になりそうな如配もあります。

2008年から２００９年にかけて、雌↑(’７:それぞれの収I)組みが報

道などで取り上げられることが期え、炎隙にライフログの名称を

越したサービスも始まり、２００９ｲドはまさに「ライフログノ6ｲI§」と

呼べる状況になっています

ライフログとは｢li[e」の「log｣、蔽,沢すれば｢生活（ライフ）の

記録（ログ)」となります最も単純な厳味では、人の生活にかか

わるﾂ稲をデジタルで記録したデータそのもののことですが、そ

の内容を解析することで、Wil々のユーザーに適切な怖椛やサービ

スを提供しようとするIＴビジネスを指してL,級されることも増

えてきました。

，Iiいところでは、マイクロソフトが2()0()年1』lFiから「MyLi[eBils

l)'･()jecl」.’というプロジェクトをl冊始していますし、’1本でも、

ＮＥＣビッグローブの「BIGLOBEライフログ」（仮)、ソニーマー

ケティングのライフログサービス「L血.X｣(ライフ･エックス）.2》、

Ｎ'1,Ｔドコモの「iコンシェル’’３，Ｋl)l)Iの「ケータイ。(､ライフ
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ログ｣.４，などのサービスや研究が立て続けに発炎されました。

また、2009年４月には「ＴＴｐＩ．o」主仙の「ライフログ．サミッ

ト2009」がI洲&され、そのキヤッチコビーは「Wcb2.()の次はコ

レ１新世代サービスの波に乗I)遅れるな」と何ともり]ましいも

のでした。側じ2009年４月には、総務省が｢利用荷視点を踏ま

えたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」のドに「ライフ

ログ涌川サービスワーキンググループ」を発足させています

デジタル化によってさまざまなデータが蓄積

このように、．iｮにビジネスの分野でライフログが注１１を災め始

めているﾁﾃ蛾には、Iliにネットワーク機器がJ;l'のﾙIilりにj竹えたと

いうことだけでなく、端水の尚性能化やアプリケーションのjWi機

能化などにともなって、さまざまなデータがi拙録され、淵iaWiされ

るようになってきたこともあります。

パソコンでインターネットを利川し、ブラウザーを|Ｍいてウェ

ブページをjmLているときには、アクセスしたウェブページが

キャッシュとして、パソコン自体やウェプサーバーに群祉されて

います。ＩＤやパスワードを必要とするサイトでも、パソコン端

ｲﾐでそれらを記憶していて、次Inlアクセスするときには1,1動で人

ﾉJされることも珍しくありません。Ｅコマースサイトなどでは、

以前脳入した商品や閲覧した商品が記憶されていて、アフターサ

ポートやオススメの商船情報などを提供してくれます

もともとこれらのデータは、利j冊什へのサービスを提供す為lｌ

的で‘把録されたわけではありませんパソコンやネットワーク機

器の急激な高性能化と高機能化による操作の複雑化やネットワー

クの普及にともなう情報昂の蛎火に対処するために、利川-片の負

111を減らそうとして苫えられた{l細みです。一睡|Ａｌｌ施したページ

剛



をＷ度ネットから読み込み直さなくても済むような情報へのアク

セスの効率化、ＩＤやパスワード、膨入商品の管理の簡易化など、

*l川端の利仙仲を間めるためのものです。

結果的に利用背がパソコンや挑帯などの端末を使ってネットに

アクセスした情報が、いつの間にか大景に記録されるようになっ

てきています。これらの情報もライフログと呼ばれるものの１つ

です。

つまり、ＩＴサービスにおいて利用者の負担を軽減する(l:細み

の中で、利用者の情報が記録されることが一般化したのです。そ

してこれを発展させようと考え始めたことが、ライフログに脚光

が当たることになった１つの要因となっています。

ライフログサービスの実現イメージの一例

ＮＴＴドコモのｉモードをはじめ､携帯電話各社のインターネッ

ト接続サービスが始まってから、2009年で１０年になります。岐

初は柳補tIi紬の小さなモノクロIii而と遅い通傭速庇でインター

ネットを楽しむことには、否定的な意見のほうが大勢でした。し

かし、今では、パソコンよりも携帯電話からインターネットにア

クセスする人のほうが圧倒的に多くなっています。さらにテレビ

やオーディオなどのＡＶ機器、ケーム機、さらにはカーナビな

どさまざまな機器が次々とネットワークにつながるようになり、

いつでも、どこでもネットワークにつなぐことができるような環

境になってきています。

このような環境の中で、ネットワークを情報の収巣に利川する

だけでなく、「ライフアシスト」と呼ばれる生活そのものをより

便利にするサービスも始まっています。それらがめざすものは、

例えば次のようなイメージのものです。

lｌｌ
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午前７時００分

ネツトラジオから目覚ましの音楽が流れ始める。いつもより早い

なと思っていると｢横須礎線が信号トラブルのため３０分ほどの

遅れが見込まれます。早めに準備してください」と案内が流れ、

続いて｢本日は天気が崩れ夕方には雨の予想です」「本日のスケ

ジュールは１０時から営業会議……」と１日のスケジュールを読

み上げ始める。

午前７時４５分

通勤電車の中で携帯電話を見るとディスプレイにいくつかの連絡

が表示されている。同僚よりランチミーティングの依頼が入って

いるので、ＯＫと回答すると、画面に私と同僚の好みを勘案して、

和食系で会社の近くの店の候補がいくつか表示される。気分で適

当な店を予約すると、同僚宛に店の案内メールが自動的に送付さ

れる。

午前８時３０分

デスクに着いてパソコンを立ち上げると、電車の中で携帯電話か

ら処理した内容が表示されている｡メールや連絡事項､スケジュー

ルの確認をすると、それらの内容に関連した情報が次々と表示さ

れる。その中に、本日午後に訪問する会社の新製品の情報があっ

たので、確認する。

午前１２時００分

携帯電話にアラートが表示され、１週間後が彼女の誕生日だと教

えてくれる。ショッピングの項目をクリックすると、彼女の年齢

などを考慮してお繭めのプレゼントが並んでいるが、今は選んで

胴



いる時間がないので、「後で｣をクリックする。こうしておくと、

家に帰ってパソコンを立ち上げたときにＴＯＤＯとして画面に表

示され、続きを行うことができる。

このイメージでは利用者のスケジュールという記録をもとにし

て、イベントや現在の状況に合わせて、あるいは個人の侭性や趣

味・哨好なども反映して、さまざまな愉報サービスを巡鵬させて

います。

このようなサービスイメージ自体は、随分以前から語られてい

たものであり、さほど目新しいものではないかもしれません。ま

た､個別の傭報提供やサービスもすでに存在しているものであり、

特別なものはありません。実現するためには、端末やサービスIlU

の巡挑、情報提供の契機とタイミング、提供すべき情報の選択や

絞り込みといったことが頭要になりますが、技術的にはもはや難

しいものではなくなっています。あとは、どれだけそれぞれの利

川村に１１t適化された悩報、サービスを提供できるか、といったこ

とが砿要になります。そのために必要なものがライフログなので

す。

ライフログは蝋に帯硫されるだけではなく、今ではもう一歩、

布効利用ができないかといった検討が急速に進んでいます。それ

だけではなく、先に記したような新たなサービスを実現するため

に、より獄極的に利用者の情報を取得しようとも考えられ始めて

います。

情報革命から生活革命へ

ライフログビジネスによる新しいＩＴの世界は、ネットワーク

の普及や怖報端末の進歩に伴う「愉報雌命」の次のステップとな
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る「生活革命」をもたらすものです。ＩＴが生活に密着した形でさ

らに便利になり、産業としてこれまで以上に活性化するために必

要なものと考えることもできます。そのため、行政でも、この普

及や利用促進を妨げるものはないか、活性化するためには何が必

要かなどを検討する議論が行われています。

その一方で、ライフログとは何か、何ができて、社会や利用者

にとってどんな恩忠があるのか､あるいは課題は何か､などといっ

たことについては、知られていないのが現状でしょう。

本書では、ライフログとは何であるか、ライフログを活用する

ためには何が必要であるか、ライフログは何をもたらすか、また

課岨やその解決方法は何かといったことについて、できるだけ幅

広い観点から見ていきます。
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では、まず、ライフログとは何なのかから解説していきましょ

う。

文字通り解釈すれば｢生活、あるいは人生の記録」となります。

一jmWj碓なようですが、その記録とはどんなものかと熟ねると、

おそらくＴ･雄〃別な特えが返ってくるのではないでしょうかⅢ、

ノki片の拙録、人/１２の,肥録と言えば、lIjl初に思い出すのはやはり

lIlidでしょう。

脈かに|ＭｄはﾉＩｉ柄の記録、人生の記録であることには述いあI）

ません。しかし、１１記は、記であり、そのままでは、これまでラ

イフログとＩｉ.われることはありませんでした。

また、｜‘1分で搬膨した'ﾉﾒ典も、まさに}|々 の生活や人生の111で

''1分が兄たものの記録です。1.1記と|【jlじく、フオトアルバムも、

ﾉ|折の妃録、人ﾉkの記録の１つと言えるでしょう．

それでも、これをライフログと荷う人はいませんでした

日記や写真はライフログか？

記録と言えば、蔵書'-1録や読んだ本の感想、映画、ビデオや

ＣＤの1M臆i肥のような趣味のものを記録している人もいるでしよ

ﾘ(１

日常生活の記録はライフログか？


