
う。あるいは、育児記録、ダイエットの記録、家計簿……と、自

分の周りを見渡してみると、堆析に密着した記鍬が思った以上に

たくさんあることに気づくと思います。

これらは、自分自身が禰極的に行動を起こしたものについての

記録ですが、電気代・ガス代・通信費の通知、預貯金の出し入れ

や保険、株などの金融商品の記録、学生であれば成繍通知表のよ

うに、本人以外が記録したものもあります。

しかし、これらをどんなに溜めたとしても、それだけでライフ

ログと呼ばれることはありません。それでは、どのような見方を

すればライフログと呼べるようになるのでしょうか。

１
１
‐
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ

身の周りの記録のデジタル化が進んでいる

このような身の周りのさまざまな記録は、ほんの数年前までは

ほとんど紙に記されていましたが、今ではどんどんパソコンや挑

梢巡紺を利Ⅱlしたものに価き換えられてきています。

つまりアナログの情報がデジタルの情報へと世き換えられ、紙

をファイリングしたり、棚に並べたりとばらばらに管理していた

ものが、気がつくとパソコンや携帯だけで符理できるようになり

つつあるわけです。

ネット上で最も多いコンテンツは個人の日記だと許われていま

すが、その代表的なコンテンツであるプログは「ＷｅｂLog」を略

したものであり、まさしくＬｏｇ＝記録そのものです。

ブログだけでなく、ＳＮＳ(S《〕cialNelworkService）の多くにも

Ｈ記の機能があり、さらに個人のホームページも合わせると、膨

大な数になります。

総務省の調査によると、2009年のｌ月末時点でプログは2695

万人、ＳＮＳは7134万人もの搬録将もしくは会側がいるとされて

２１



「知識の記録」

見たもの／読んだもの聞いたもの

「身体の記録」

身長体重′血圧体組成／

カルテ（ライフレコーダー）

カメラによる記録

（車栽カメラ）

「記憶の記録」

日記／写莫，蔵審目録．ブログ

｢認証・決済の記録」

ﾚシート（リアル）／

Ｅコマース購買履歴

カードＦｅｌｉＣａ

ＷＥＢマネー

ファイナンス

人の生活または人生の記録

｢覇境の記録」

場所時間（年月日時、季節）

天候／独りｏｒ誰と
移動環境（乗り物）／仕率中

図１．１ライフログとなるもの

「足跡の記録」

位置惰報（リアル）

ネ ッ ト 上 の 照 歴 メール

います､‘

もっとも、ブログやＳＮＳは襖放IHli没していみ人や、１つのサ

イトから複数のサイトにリンクを吸って表示させている人も多い

ので、利用背尖敵を正確にカウントすればその数はぐっと減るで

しょうが、それでもインターネットや携帯を利用している人の半

数近い人が、一皮はチャレンジしたことがあるのではないでしょ

うか

また、拙柵では、乎擁に‘ゲ典を倣ってアップロードできること

から、写真が中心のプログやＳＮＳも噌えてきています。

挑帯の写典には雌形ロ時が記録されているだけでなく、雌近で

はＧＰＳ機能を利川して、搬形された位|itのW州lをＮ･川すること

､】0】



姉1駅、ﾗｲﾌﾛグとは何か?）
ｒ
Ｌ

もできます。場合によっては、テキストの日記より情報量が多い

こともあ為かもしれません。

デジタルのi肥録とI↑えば、メールも砿災ですなかには、１１１

に１０()通以上のメールのやI)とI)をする人もいるようですが、こ

こまでjWえると日記より細かい情報になります，

また、メールは通常、送り順や宛て先のfi'i前やメールアドレス

を肥〃したアドレス'限とセットと勝えられますから、交遊録のよ

うな愈味合いも出てきます，

さらに、スケジュール符珊も今やパソコンや拙滞が主流となり

つつありますが、過去のスケジュールを見れば、’'1分が何をして

いたかが-11瞭然で、いわばﾉk柵、人ﾉkの{}次のような拠録であ

ることに知づきます。

大事なのはログ(記録)同士の関連性

いつの'111にか、パソコンやイルHfの!i１，あみいはネットワークの

先にあるサーバーに、Ｉ‘けj､のさまざまな,迅録がﾉditに蒋禰されつ

つあります。

佃別のi肥録の搭積だけでは、ノI誠の記録、人ﾉkの,把緑の断片で

しかなく、そのままでは愈味をなさないものも多いのですが、時

系|l上にllfべて、それぞれの側述性が見えるようになると、さま

ざまなことが分かってきます“

ルリえば、スケジュールを11次に見立てると、’１１吋と人が分かり

ますアドレス帳からメールを検索したI)、その１１のブログやが

典を検索したI)、クレジットカードの利川記録を兄たi)すると、

話の内容やあるいはどの店で何を食べたか、といったことまで再

現できるかもしれません。「この頃はちょっと不摂ﾉﾋだった」な

どということが、ダイエットのＩ肥鍬から思い川されゐかもしれま

聖；



せん。

コンテンツの利用履歴も重要な自分史

パソコンや挑帯を使っていると、ニュースや天気予報、動IIIIjや

コミック、クイズ、ゲームなどいろいろなコンテンッを利用した

り、コンテンツや情報を探す（検索する）ことはあたりまえとし

て、妓近ではインターネットショッピングやオークション、株取

引などを楽しむ人も増えています。

これらの記録も時系列で並べると、その頃ハマっていたこと、

興味があったこと、手に入れたものなど、自分史の重要な１ペー

ジが見えてきます。

このように、バラバラの肥録をつなげ、さまざまな角度から、

個人の行動、生活、考えなどが再現できるようになったもの－

それは、内分史といって策し支えないものです。

「ライフログは自分史である」ととらえると、より瀞細に正確

に記録するためには、傭報が多ければ多いほどよいということに

なります。

現在は技術が急速に進化しており、記録できる情報がjWえ、一

元管理できる純朋も広がっていて、ライフログによって描かれる

自分史のlりみもどんどん増しています。

ライフログの進化がもたらすものは、いわば究極の自分史の糧

纂とも言えるでしょう。

|時系列に並べ替えられることが重要
ライフログは、個々の記録の断片ではなく、自分史のように意

味を持たせるときには時系列に並べ替えることができる必要があ

ります。サービス提供という観点から見た勘合には、時系列以外

''2‘



鋪l東、ﾗｲﾌログとは何か？：
Ｆ
Ｌ

にもさまざまな切り1-1からiIj:利用できるものでなければなりませ

ん。検索や雌べ粋えなどにより、結果として、それぞれの記録や

'|､,'州lの|M1巡性が附倣できなければ、サービスの提供は雌しいから

です

例えば、アルバムのIllやブログの中に犬の7j:典や単語が出てき

たとしても、その人が大好きであるとは限りません。笈は、猫の

'ﾉj:典や,;,Ⅷのほうがはるかに多く、猟好きであ為かもしれません‘，

これは、個々の記録の断片だけで判断するのではなく、記録の塊

から必要な情報を抽出し、比較検討する必要があるということで

あり、このような処Fl1ができる記録でなければなりません，

「ネットワークサービスとしてのライフログを利川したサービ

ス」と範l川を|災定したj〃合のライフログとは、「生活の記録、人

生の記録」に加えて、「デジタルデータであること」「検索したり

並べ伴えたりできるものであること｜が飛婆になります命

画；



､２
ライフログに必要な
基本情報とは？
I5W1H｣がデジタル化･分徹され､規則ﾔｌｉを排つ

デジタル化、分類、規則性が鍵

ライフログでは､‘I‘11州iが多ければ多いほどよいと再いましたが、

笈隙にr１分史を細鮮すゐうえでは、Ｗ州IをiiiiIliに利川できなけれ

ば慰味はないですし、その怖報の巾にも砿災なものからｲ《要なも

のまで祁々雑多に混ざり合っています

利川するために必挫なものとして、まず'|､'１i報をデジタル化する

ことと述べましたが、雌狭序にデジタル化しても、とても仙い勝

手が恐いものになってしまい、後から取り川したり、llIll:したり

するための手間がかかりすぎてしまいます。

これを避けるためには、情報を分航し、一定のルールで,氾録す

ゐ必甥があります‘，

また、怖撒が抜けていたりすると後から追加して袖光すあのは

嗣難ですから、自動的に必要な傭報がデジタル化されて併祇され

ることも敢要になってくるでしょう。

｜|‘111ﾘj的に‘l1IiWiを分航し、一定のルールに従ってデジタル化し

て僻Niすること」が、ライフログを緋&'iするうえで、雌もﾉ鵬水的

に求められることになるでしょう

2（；
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L 鮒lffcライフログとは何か？！

ライフログに必要な'情報は５Ｗ１Ｈ

では、実際にどのような愉搬が‘必喫なのでしょうか？

スケジュール、メール、ブログ、アルバム、家計簿……という

ように、具体的なI把録を１つずつ検討し始めると、きりがありま

せん｡，これらは、さまざまな怖鞭の組み合わせで１つの蹴味を典

すアプリケーションであり、それぞれの．'Ｗ州のIＩ'には'､脱す為も

のも数多くあります

ここで、日記や報ｉｌｈＩｆにおける基本Ｊ１「項を思い出してみましょ

う。

「‘illiが、何を、いつ、どこで、どうして（どんなII的で)、どの

ように｣、いわゆる「5ＷｌＨ｣が必災であると習ったことがありま

せんか？これがライフログで情縦を終理するうえでも、亜要な

ポイントとなります『、

ライフログは、あくまでもI‘1分1‘ｌＬｌの化録ですから、「IMfが」

はその本人になります

「いつ」（時間）と「どこで」（場所）は、「年Ｈ時分秒」や｢隷度

維度」など、同じ尺腿で典体的に表わすことができます。

「IⅡjをする」（した）は、ｉｊ:動''１１州lとIlfばれていますが、ここま

での３つで、Ｉ]I肥や柵ｌｆｉＭ:でも雌もｊ‘鳴本的な怖報は揃ったことに

なります。

ただ、これだけでは状況や状態が分からないので、「どうして」

と「どのように」といった怖報が付川'されれば、より尚喚なサー

ビスが期待できるようになります‘

2７



基本情報

Ｗｈｅｎ

(時間個報）

Ｗｈｏ

（私）

匿名か個人特定かは

サービスに依存する

Where

(位置価報）

Ｗｈａｔ

(行動情報）

ａｔ

間報）

唖

圃囲|唖|唖唖

基本佃躯：いつ、どこで、（私が)、何を、した

:。.．~･~~~~~~~~~･~~．.．.~~。.．.~~~･~~~~~~~~~~~~~~~.~一~。．。．~.~.~１
１補完悩縄】

：私は何者か

：→屈性1W報（性別、年齢、住所、趣味、暗好、身体……）

｜どのような環境
Ｉ→環填悩報（屈性佃報またはその組み合わせ：天気､仕碩中に……）：

Ｉどのような状態

：－．状態悩輯（屈性桶報またはその組み合わせ：急いで）

Iなぜ
：→動機

、｡｡｡‐■■－口■－■■■■=･ロ･･･■--口c･宇一-■=■■■■■ロー■－－■ご-｡｡｡｡■･■■ﾆｰｰｰｰｰ■一Ｊ

図１．２ライフログの基本悩粗

属性情報がないと適切な情報提供は不可能

ライフログを利用したサービスは、第三者が行うものですから

サービスによって必要な情報が出なります。「誰が」＝「本人」と

白いましたが、それがどのような人なのか、男性なのか女性なの

か、子供なのか大人なのか、が分からなければ適切な情報を提供

できません。これらは属性怖報といいます。

|”
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L 鮒１噸、ﾗｲﾌログとは何か？】

「本人」の属性情椛を、デモグラフイック（demographiCs)傭

Wiと呼ぶことがありますが､これは人11統,11.から来た再推であり、

桃別、年齢、）‘I}(1§地域、所僻、職繋、‘判,f、家族柵成などが談､Ｉ１

します。

砿'i'(:情報には、「ilIIを」にかかるものもあります。例えば、「ＣＤ

を問った｜場合､このＣｌ)についての排しい怖報､ジャンルやアー

ティスト、タイトルなどにな')ます

「どこで」＝「jﾙ所」についても、綿陛維度だけでは迩味があり

ませんので、そこがどこであるのかの典休的な情報、つまり施設

の１１航やジャンル、,'z艇に応じて１，１端、公Ⅲ斜などの問ｲrfijilで

あ為帆性‘|､ｌ１ｉｆｌｉが必嬰になります。

以|:がライフログにおける堆水的な,|,'州lになりますが、まとめ

ると、「時間、場所、行動、状態」と「脇性」に分類することがで

きます

2(」
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ブラウザーに自動的に記録されるログ

では、次にどうやって記録するかについて見てみましょう《，

「デジタルデータとして脚jiIl的に」記録することが必要である

ということは、一併簡単なのはパソコンや挑梢の操作版歴です

これだけでも欺外と多くの情報を僻ることができます。

例えば、ウェブブラウザーには、いつどんなページを見たのか、

何を検索したのかといったことが)似服として磯っていますまた、

閲覧されたサイト側でもアクセスログが残っておI)、Ｅコマース

サイトでは、誰が(ＩｌＪをいつ、どんな決済方法で側ったかについて

肥録が残})、Ｍ|は'(皆川にも碓認のためのメールなどで記録が送ら

れてきます

ブログやＳＮＳ、写真に記録されている情報

また、ブログやＳＮＳでは、まさにｐ々の行肋や状況を苫き込

んだ内容がデジタルデータとして肥録されているわけですから、

そのままライフログの・部といっても雄し支えないでしょう

さらに、雌近の携帯では写典を搬るとＧＰＳから位悩情報を付

加することができるという話をしました,､つまり、，噸紬して場所

の‘h州iをiIl:き込まなくても、’'11IiIl的に記録きれていることになり

３(’



Ｌ 姉Ｉ寂、ﾗｲﾌログとはI肋､？,：

ます‘，

挑帯で写真を倣ってブログやＳＮＳにアップしている人も多い

と思いますが、将に説明を入れなくても、この‘”'４１'1体に時間と

｣ﾋﾙ所の情報がすでに含まれている状態になっているわけです。棚

怖にたまった写典をパソコンで取り込むと、雄近はカレンダーl：

に並べてくれることが増えていますが、これまでのように写真一

つ一つを見ながら、いつどこでl敗ったものだろうと悩むこともな

くなりつつあＩ)ます。つまり「検索したり並べ枠えたりできる」

ものとして、妃録されていることになります。

音楽データに記録されている情報

パソコンや拙帯で汗楽を聴く人も多いと思いますが、この音楽

データにもさまざまな情報が付加されています。

タイトルやアーティストはもちろんですが、ジャンルや発表さ

れたｲ１２や作IMI片なども肥録されています｡さらにrf撚プレイヤー

では、いつ|}Hいたか、これまでにIIJIIiIlHlいたか、あるいはお気に

入りのランクなども記録され、場合によっては、楽IMIの雰囲気を

'＃ﾘ別して、気分によって同動選llIlしてくれる機能まであり、その

人のi'f楽の|I紬fまでが分かるようになってきています,、

移動したルートを記録するマンナビ

岐近の柵冊には、ＧＰＳが勝１mされていみものが１Ｗえています

が、この機能を利川した「カーナピ」ならぬ「マンナピ」という

サービスがあります

日的地まで地似1ｋでどの経路で行けばよいかをリアルタイムに

炎示してくれるものですが、逆に笈隙に移動したルートを記録と

して残すこともできます。つまり、１１１の足跡をデジタルデータ

３】



として自動的に排欲することもできるわけです。

ユーザー登録で書き込む属性情報

では、個人の属性1W報はどうでしょう。

これも意外と多く記録されています。ひとつはパソコンそのも

のやアプリケーション、サービスを初めて利用する際のユーザー

幾録です。

性別、年齢、職業、サービスによっては興味のあるジャンルを

聞かれたり、鱗読紙を聞かれたり、持っている商品やこれから欲

しいと思っている商品について聞かれることがよくあると思いま

す。よく考えると、鵬本的な屈性梢報だけではなく、随分とさま

ざまな愉報をあちこちで登録していませんか？

|ｷﾔﾂｼﾕｶードやSuicaも履歴確認が可龍
このように、パソコンや挑帝を利用しただけで、気づかない川

に非備に多くの怖報が自動的に記録されていますが、これ以外の

情報はどうでしょう。

キャッシュカードやクレジットカードの利川履歴は、最近では

ネットワークを皿じて確遡できるようになっています。

切符や定期もSuicaやＰＡＳＭＯ，ICOCAなどの非接触ＩＣカー

ドを利用している人が多いと思いますが、服歴をネットで確認で

きるだけでなく、カード内にもある程度残っていますので、リー

ダー／ライターで枕み出すことができますし、挑帯の非接触ＩＣ

を利川するものもjWえてきています。

このほかにも、身の周りのものが次々とデジタルで記録され、

ネットを通じて確泌できるようになってきていることに気づくで

しょう。

｜狸



ライフログ情報は着実に蓄積されつつある

ライフログ愉報は、もはや将別な手段や方法に拠らずとも、自

然と帯稲される環境ができつつあります。

パソコンや携帯の利用だけでなく、デジタルデバイスを利用し

たり、さまざまなカード、パスポート、免許証、学生証や社員証

を利用すれば､ネットワークを通じてどんどん記録されています。

もちろん、これらは、利川肴の利便性を向上し、コストを低減す

るために進められてきたことですが、一方で、正確で詳細な情報

が膨大に寄稿されるようにもなりました。

まだまだ、人M1の活動すべてを記録できるようになるのは遠い

未来の柵ですが、わずか１０年ほど前の手書きのｐ犯や手帳、家

計簿、写真を整理してアルバムに貼る作業の時代とは隔世の感が

あります。

ただし、これらデジタル化されたライフログ怖報も、まだ、ほ

とんどが個別に記録されているだけで、述鵬がとられているわけ

ではありません。情報そのものは、自分史を記すのに十分なほど

あちこちに蓄積されているのですが、それを自動的に雌くること

はおろか、自分で探し出し、引っ眼り出してくることも、まだま

だ間iiiにはできません。
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■

活用の鍵となるのは｢本人」の情報

ライフログのﾉ,唯水1州iとは、「'1州１，Ｊ〃所、行肋、状態、幌惟」

であり、現在、これらが次々 とデジタルデータ化され、ｒＩ肋的に

併秋されてはいるものの、個別バラバラに仔在していると述べて

きましたぐ

すると次は、個別バラバラの梢Ｗｌをつなげて、ＩｆＩ肋雑列させる

ことができれば、’'1分史が''1動的に細部されることになるわけで

すが、その際に、まず必要なことは、「'ド人」の怖蝋をｲllllⅡする

ことですｃ

パソコンやｲﾙ淵に,氾録されているｌ１ｌｉ綴は、ほとんどが本人の記

録ですので､州ｲﾐの''１を探せばよいわけですが､ﾈｯﾄの向こう

側に‘把難されていゐ↑１１i報は、どうやって捗ってくればよいので

しょう？

本人を識別するｌＤとパスワード

インターネッ|､の･ﾘ･一ビスで''1分の''１１i鞭を見るために必喫なこ

とと言えば、まずログインですｰ

ログインは、’'1分のＩＤを人ﾉ」し、必要に応じてパスワードを

人ﾉJするのが・股的です。ＩＣカードをかざす場合は、Ｋ､カード

３１



Ｆ
Ｌ 鮒１１:t・ﾗｲﾌログとは何か？】

に記録されたＩＤやパスワードを入ﾉJしています。つまり、この

ＩＤやパスワードによって、個人を区別しているわけです‐

Ⅱ)は、ｌＩ８Ｉ人をⅨ別す為ための搬別j'･と‘『われるもので、パス

ワードは、その紬別ｆについて本人が人ﾉJしたものであるかを伽｜

認するためのものです

ｌＤやパスワードは個人情報ではない

これらは、本人の|州(にアクセスするために必嬰なだけで、そ

のままでは何の意味も惜桜もありませんＩＤやパスワードは､｢他

の情報と祥坊に照合することができ、それによって､'1骸個人を識

別できる」｣〃合には、仙人州縦の一部とみなされ為ことがありま

すが、逆に喬えば、「’'1骸個人を,微別できる」．|洲IをlWjlii.に探し

出すことができなければ、個人情報ではありません

では、アクセスした先にあるライフログの情報は、細人情報で

しょうか‘川人1)州{と1J:、「本人を!'＃定できる怖恨」です。

個人情報の定義(個人情報保護法）

第二条

この法律において｢個人情報」とは、生存する個人に関する

情報であって、当該悩報に含まれる氏名、生年月日その他の

記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の

情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を

識別することができることとなるものを含む｡）をいう。

ライフログは個人の特定が目的ではない

ライフログは、「|Ｍ１人」の「時Ⅲj，ｊﾙ所、行動、状態、鵬性」の

額



情報ではあるものの、個人情報として定義されているものとは限

らず、何よりも基本的に本人を特定することを目的にしているわ

けではありません．

例えば、検索収雁やページ避移職膿そのものには個人を緋定す

る記録は含まれていませんし、何を検索したか、どのページを見

たかだけで、個人を特定することもまず不可能です。一般に催名

で収巣された怖柵は仙人傭報とはみなされません。

しかし、属性や珊所などの悩報は、あまりに沸細になると、個

人情報とみなされる可能性も否定はできません。例えば、閥性情

報で尚校卒とだけであれば特定のしようがありませんが、何年○

○商校卒業と卒業年と校名まで含んでしまうと、他の傭撒、例え

ば町名レベルの居住地と組み合わせて特定することができるよう

になってしまう場合があります。

|ﾕーザーの書き込みには注意が必要
また、蝋業者がデータベースなどを利用してi肥録している悩椛

は､個人情報が入り込まないように気をつけて作られていますが、

本人が記録するようなブログ、ＳＮＳなどでは、うっかりと自分

の怖報や誰かの名liiI（本名）や辿緒先を瀞いてしまうことがあり

ます。

また､場所と顔を判別できるような写真をアップしてしまうと、

見る人によっては、あるいは調交をすれば、個人を特定できる可

能性があります。

プログやＳＮＳは、一度インターネットに公開されると誰でも

見ることができるものですから、個人情報を聾かないようするこ

とが、些本的な注愈事項であることはご存知のことと思います。
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Ｅ
Ｌ 節ljWf◎ﾗｲﾌログとは何か？：

個人'情報保護法はライフログにも適用される

一ﾉﾉ、ライフログを利川したサービスで佃人h州〔を収I)扱う珊

合にも、ライフログであ為から特別であるといったこともありま

せん。個人情報を扱う限り、個人怖Ｍ１係護法を遵守しなければい

けないのは、一般のサービスでもライフログを利川するサービス

でもなんら変わりはありません。

利川勝から見たjﾙ合には、「個人11'i制と個人1州(を含まない

｢ライフログ情報」を区別して管理しているか、ずさんな管理を

していないか、つま|)(‘洲できる事推砕であるか否かが雨要にな

ります。

もっとも、これはネット上の･般の注腫点とiIilじで、ライフロ

グだけ将別ということではありません。Ｅコマースでクレジット

カード怖報の流出がないように注意されているか、アンケートに

粋えたときにW州(が流川しないように‘,):られてい為か、といった

こととなんら変わるところはありません‐

つまるところ、世のＩＩ１一般の常識と1,1じで、利川荷としては信

用できる『li堆特かどうかを判断すればよいということになります

し、サービスを雌供する11喋貯も、たとえIﾘj雌に佃人1州iを扱う

ことがなかったとしても、情報の取り扱いには細心の注意を払う

必要があるということです。

つまi）「ライフ1rJグー佃人''1'『報」であるかと言えば、定義上か

らは別物であると『↑えますライフログには個人･'1'州lを含むもの

もある、というのが砿しい認識ですライフログを利川したサー

ビスをどえる場合に、このあたりの明確な区別と税Iﾘlは、利用者

の不ｉｌｉ鵬やｲﾐ安感の払拭のためだけでなく、事業抑Iﾘの符理体制

を万全のものとするためにもjlt甥になります
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COlumｎ人の一生は１テラバイト？

マイクロソフトが進めている｢MyUfeBils｣と名づけられた実験は、配録蝋

体がハードディスクとなり、人間の一生の間のデータ巻何でも肥謀しようとい

う賊みです。これは、アメリカのヴァネヴァー，ブッシュ（VannevarBush）

が櫛懇した個人情報配録システム『メメツクス:Memexjにインスパイアされ

て始まった実験だとされてい葦す。この鴎文の中には、頭にカメラを装着した

イラストがありますが、なんと発表されたのは１９４５年です．

ｌＭＧｍｅｘ｣とは、MEMoryEXIendGr(肥憶拡談槻)の略で、自身の見側さ

したものを肥憶し、いつでも簡単に引き出せるようにした狭置ですが、ここに

ライフログの源流を見ることができます。

「Memexjの外観は、ディスプレイやタッチバネル、キーボードが装備され

たデスクになっており、電子オフィスの原型とも言われています。また、悩報

はマイクロフイルムに肥録し、それぞれにリンクを股定し、リンクを参照する

ことで新たな慨報を淡示できるようなシステムとなっており、現在のハイバー

リンクの元になったものだとされています．

MyL1feBitsは、プロジェクトのリーダーであるゴードン・ベル(Go『don

BeII）自身が、センサーなどを身に箸けて２４時間記録し続けていると言われ

てい戒す。

２００２～２００３年頃のインタビューなどを見ると、人の一生を記録するのに

必要な容患は１テラバイトと見頑もっています。また、ただ記録するだけでは

なく、検索や注釈付け、シナリオ作成などの機能を研究してい崖す．

折しいWindowsのファイルシステムの研究であるとか、マイクロソフトの

ｳｪプｻー ピｽとしてﾘﾘー ｽされるとか､あるいはマイクロｿﾌﾄによる個

人慌報の囲い込み戦路であるなどとさまざまな憶測を呼び、これらがかえって

このプロジヱクトを布名にしました。
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ﾗｲﾌﾛクＪＰきめるための
先jIIiり．′，



.Ⅱ

0議無鵬
できるだけ多くの'情報を集めるために

人の一Akの活動でどれだけ多くの11V報を染めることができるか

については、ずいぶん汁から爽験されてきました。IIit初は、人が

見たり聞いたりしたもの、つまり脱党、聴党による「知の１１州l」

を染め、再利用できるようにすることが考えられていました。現

在では人Nllの五感すべてのilIi報を典められないか、あるいは人の

図２．１広がる怖報収築領域

川


