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【第２京⑨ﾗｲﾌログを無めるための先嫡撫、

通個インターフエースーヨ

『 ~１赤外線

ｇＮｌｕＧｔＯＯｔｈ ’

｛ 無線ＬＡＮ ’

FelICa／ＲＦＩ、 Ｉ

』

lリの照暁梢報を自動的

に検知するセンサ、情報を利用壱が

能動的に入力するインターフニース、

ローカルエリア・バーソナルエノア。

近菱エリアで慨溺を入出力する通信機

能など、非常に多くの情報取得機能が

搭載されており、フイフログを収雄す

る職器として附般（J塾棚能なものと

なっ･でい患

図２．２携帯沌話に搭触されたセンサー

桝動を外からjlLてh1i報を集めることはできないか、といった研究

も進んでいます。

さらに、脈１１‘1やlmIIiなど人間のfk物としてのilYi動怖報や、怒っ

たり泣いたり州しかったi)など蝶|Wの1)州I，その時ｲ'Jをどえてい

たのかなど恩どの州服へと領域を広げ、それらの情報は、人のﾉｋ

活を補助し、役立てることに利用され始めていますｃここでは、

ライフログを巣めるための、あるいは利川するための先端技術に

ついて少し'Ⅲいてみます、
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位置情報取得の引き金になったＧＰＳ搭載

雌近のライフログの話題では、位世情報を利川するものが

｢i倣っていますこれは、ｌルIW1UIiﾙにＧＰＳ(〔〕l()balP()sili()I1illg

Sys〔cｍ：全地球測位システム）が榊Ntされたことがﾘ|き余になっ

ています

ＧＰＳとは、複数の術星からの偏り･を受けて、艦り･の到達時間

の雑から練庇と維度を計伸して収緋するもので、カーナピケー

ションでも広く利用されています

衛塁からの1僻R取得には時間がかかるのと、携柵u話は処理能

ﾉJが低く、１１１．体で位嗣を収得しようとすると時間がかかってしま

うこともあ{)、八.GPS（Assisled,G1()b机'１>()si【i()I1ingSysIem）と

言われあﾉﾉ法で、リアルタイムに近いタイミングで位慨を測定す

る方法を取っていました、しかし、岐近では飛躍的に挑帯電話の

処理能力が|(ﾘﾋしてきているため、桃帯地話単体で肱川をi111位で

きるものも川てきています。これによ')、イルｌｌ純,;,'１のjlDlIiができ

ないIlllIll部や海'二、砂漠なと'でも位価を知ることができるように

なります

常に身に,ifけている携帯芯柵にＧＰＳが搭栽されると、個人の

岬ﾙ所をリアルタイムで把掘することができますすると、ある

図



【鮒２軍、ﾗｲﾌログを巣めるための先淵技術】

ＧＰＳによる位置情報取得

リ
個人の属性や趣味、噌好などで提供傭報を絞り込む

＄
過去の提供梢報を利用したか

￥
重要度に応じて並べ替え、レコメンド

図２．３位置‘階報を取得してから悩報提供まで

場所にいる人に向けて、その場所ならではの'１１州iを提供できるよ

うになります。

とはいえ、ｊﾙ所の怖州だけでは、提供すゐ'|州'1をllI1li人別に絞り

込むのにはｲ《１．分です、そこで、あらかじめユーザーに個人の属

性や趣味、噌好などを登録してもらい、それらの怖報も利用する

ことで、適切な情椛を提供することもできあようになってきてい

ます

そして、こうして過典に提供した'h州iが、災際にユーザーに利

用されたかどうかによって、提供する'1W州の'1t要度を､ドﾘ定し、提

供すべき情報の順稀を､Ｍ２べ枠えたり、必I災とされている怖搬を惟

il(ﾘしてレコメンド（１℃(･(》ｍ､】cI1(l：利川貯のⅢｌｌｲ:のあI)そうなモ

ノやサービスを推嚇す為こと）を行ったi)と、どんどん,噺機能な

サービスへと成長しつつあります『
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万歩計にも利用されている加速度センサー

また、ｊ1t近の挑僻Ｉｉ紬では、１１１１速度センサーの幣仙も流イルて

います

ljll述皮センサーとは、名前のとおり、携帯電話を振ったI)移助

させたI)したときの加速度を,１１洲するセンサーです。、'1初は、挑

柵を振為だけでメニューの逃択をできあようにしたり、ケームの

新たなインターフェースとして利川されることが中心でした

〃歩計にも利用されており、雌近では一方向だけではなく複数

のﾉﾉ向の揺れを感知でき為ものがjWえ、歩いている場合、走って

いあjﾙ合にかかわらず、槻めてIli脈に歩数を,;|･洲できあように

なっています。この撒併なiil･illlllMi能を利Ⅱlして、）伽|i純IiNのカメ

ラの手ぶれ防止にも利用されています、

この加速度センサーをＧＰＳと組み合わせると、移動中の状態

を把握することができるようになります歩いているのか、ノ雌っ

ているのか、静止しているのかが桃‘１Wの揺れ方で分かりますし、

上下方向の動き

図２．４３次元加速度センサーの原理

１．１

堂方向の動き



【跡２ｉｉｔｏﾗｲﾌﾛグ劉恥るための先捌技術）

橘れていないにもかかわらず位世が移動しているのであれば、紫

I)物に乗っていると判断できます。

これを肥録して蒋俄していけば、定川的に乗るい［や恥I)除I）

する駅、よく歩く世などが把侃できるようにな})、今いゐjﾙ所の

lIIi報だけでなく、行動範l川に合わせた怖報も提供できるようにな

ります。点の楕報から線の怖撒へと広がるわけです提供イメー

ジとしては、「(過ｲﾐによく‘Mjれている）渋谷で、今週,kから○Ｃ

のバーケンが始まります」「(通勤で乗り換えている）ｈ１Ｉｌ川駅で、

明Ｈ，○○イベントがありま-ﾘｰ｜といったものが考えられます

ＧＰＳの弱点を補う地磁気センサー

さらに、地磁気センサーも僻仙が1Wえています。塊ｲiﾐ位fltが分

かり地図が手元にあったjﾙ合でも､束四南北が分からないために、

地似lをくるくると何して悩んだことはありませんか？

せっかくＧＰＳを搭澱していても、これでは不Iixだということ

で、地磁気センサー、つまり「ｉＩｉｆコンパス」が搭救されました。

’‘Ijfコンパスが搭赦されたことによって、携帯で地lxlをj,,Lたと

きに、地図が常に東西南.北に合わせて喪示され、ｌ]分が向いてい

ゐ〃Iｲﾘにjい'がI1ll1j的に''１１脈してくれるようにな【)ました。」1,1災

の111:界でどちらを見ているかが分かれば､鵬‘淵上でも11の前にあ

る怖報に絞って伝えることができます‐

これを、さらに携帯のカメラと組み合わせたサービスが注11を

典めていますカメラで雌影しているIIIli像に箭概を血ね合わせて

炎ボする技術を、ＡＩ《(八噸umeI11edRealiLy：拡推現火感）と呼

びますｕ

カメラに'ﾉﾌ゙ :っているl｣の|iiiのビルの111にある店の1.,Ｗ'1を炎,痕す

るだけでなく、その後ろにI測れていみビルやその巾のA1iの1州iな

題
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どを表示する「OneShOISCal･ch」（仮称）というサービスが、ＸＥＣ

マグナスコミュニケーション1.5'より発表されていますこの場

合、ＧＩ〕s、近j・・コンパスの怖椛だけでなく、lIIIi像とピッタリ合わ

せるための画像I;2紬の技術も必災になります

また、頓智．（とんちどっと）.'"は、カメラのlIhi像ではなく位

悩応標軸を利用して、カメラをj、して兄える11111像に、惰椛を付ljll

する｜セカイカメラｌというものを発炎しています。

２００９年の１M級側辿の鵬,J<金であるワイヤレスジャパンでは、

ＮＴＴドコモが｢ilh:感倹索・ナビ｣覇、ＫDDIが｢実空間透視ケー

タイ」渦というアプリケーションを発表してＡＲの可能性をデモ

しておI)、ヅ墜川が近づいてきています

Ｌと■

図２．５緬智。（とんちどっと）の「セカイカメラＩ

’

新たなサービスが期待される未知数のセンサー

このように、１つのW州iが取僻できるようになっただけで、そ

の１１１i報を利川したサービスが１kまれ、さらに他の1i1iWiと細み合わ

1(’



【第２噺｡ﾗｲﾌログを染めるための先蝋』醐院

せることで州来効果が生まれ、どんどん商催能、多機能になって

いきます．

イル椛池蒲には、これ以外にも多くのセンサーが粥ｌＩｉＲされていま

すｎ人ﾉj川のｌ()キーを光らせるかどうかを判ll1i:したI)、IlIliImの

明るさをl問l{)のIﾘ1るさに合わせて調整するための照度センサー、

画1mの縦横炎示をI‘|勤的に切り緋えるための傾きセンサーなどが

あります。

このセンサーIIi・体では、ライフログを利川したサービスでiﾙ川

できるようになるのか分かりませんが、他の情報との組み合わせ

で新しいものが１１}てくるか¥〕しれ主せん

音声センサーとしてのマイク

もっと膿本的なところではマイクがあります柵帯地譜の1.f声

通話機能を１１１う雌も11K要な機能ですが、これは、汁を咽筑信号に

変換す為という”|<なセンサーです。

ＫI)I)Iでは「LISM(）MusiCSeal･ぐh｣'､'１の''1の「聴かせて検衆」

というサービスで、テレビやラジオから、あるいは街ＩｌＩや店の''１

でも、流れてくるiSf楽を挑帯のマイクで拾って、’'11糊やアーティ

ストを検索するサービスを行っています

現庄は、通話機能を使ってサーバーに帝データをそのまま送っ

ていますが、雌近の携帯電話ではマイクからの人力をアプリケー

ションでデータ化することもできるようになっていますので、こ

の延災線上で、この汗楽検索の峨峨を利川して似たタイプのＩ.↑楽

やｌＩｉｌじアーティストの楽''11をレコメンドするサービスなども11}て

くるでしょう。

０１７



eOkIm、通信技術のセンサー的利用

入出力のデバイスもセンサーのように利用することができます。例えば、無

線LANやBluetooth(ブルートゥース>、赤外線通僧のように狭い範囲の通侶

を行う技術では、アクセスポイントの位置から端末のある場所を知ることがで

きます。これらを利用すれば、建物の中では衛星と通信できずに位登情報を得

ることができないＧＰＳの弱点を捕ってくれますし、ビルの中の上下の位置も

得ることができるようになります。

無線LANは、場所によっては数十メートルから１００メートル近くの到逸距

離があり、アクセスポイントが１つだけでは位囲柵定としては広範囲になって

しまいますが、複散のアクセスポイントがある期合には、電波の強さや通信の

到達時間の差を利用して、誤差の少ない位置情報を得ることができます。例え

ば、地下街などでブロック単位での情報配信などに利用しやすいでしょう。

BIUetOOthは、音楽プレーヤーやワンセグの搭戦によるコードレスヘッド

フ跡ンへの一一ズや、自効率運転中のハンズフリーヘの必要性を背景に、挽

帯電匿にも獄準的に描戦されるようになってきています．通信できる範囲が数

メートル理度と短いため､無線LANとは違い、どのスポットに携帯電話が入っ

たか、といった位憤情報取得の仕方になり、面的な展開というよりビンボイン

トでの情報記個に向いた使われ方がされるでしょう,，

例えば１つの店mli内だけでの梢報配信、梁内仮やデジタルサイネージ周辺で

の情報記佃などでの活用が考えられます。

赤外線も到述距離はさらに短くなりますが、それ以上に指向性があるため、

利用者が能動的に携帯篭雷を向けない限り通信ができません。逆に言えば、利

用者は積極的に悩報を欲していると考えることができますので、他の場合のよ

うに利用者が迷惑と感じないように気をつけながら傭報記信する必要がなくな

ります．

誤た、赤外線も通僧速度がどんどん商速になっており、現在は４Ｍbpsの順

送速度を持つ|rSimpIeという通信方式に準拠したものが主流となっています．

さらに1Ｇbpsという桁外れの速度を持つ半導体レーザータイブの通信規格の

標準化も進んでいます．

Bluetoothよりもさらにビンボイントで､案内‘仮やデジタルサイネージから、

利用者が能動的に欲しい仙報を取得するような嶋合に威力を莞郷するでしょ

う。

赤外線に代わる新たな無線方式としては、Zigbee(ジクビー)が登場間近と

なっています。こちらは主に家電製品のリモコンを赤外線から置き換える双方

向型のものですが、挑帯に搭戦されている赤外線通僧槻能と違って指向性があ

,蹄



【鋪2京@ﾗｲﾌﾛグを染めるための先朔技術】

りませんので、どちらかと曾えばBIUetoothに近い使われ方が想定されます。

これらの方法は、どれも双方向の迦信機能を持っていますので、携帯電括の

通信椴能を利用しなくても梢鞭を収符することができます.人の多い期所では、

携帯電隔の迦値速度が低下したり、珊合によっては通信できない状態になった

りすることがあります。この時、近距謎の通信方法を併用することで、このよ

うな状況を回遊することができます。また、情報やサービスの提供者からプッ

シュする場合と利用者が自ら怖報を取りに行く場合、一定の範囲をカバーする

場合やピンポイントの珊合などを使い分けることで、事業者、利用者にとって

より便利なサービスを組み合わせ恐ことが可能になります。

一方、可視光通佃と哲われる新しい通信方法もいよいよ実用段階に近づいて

います。可視光通僧は、最近普及が始まったＬＥＤの照明器具を、人の目では

知覚できないような速さで点城させることで、高速な通信を実現しようとする

ものです。

携帯鰯話側で受侭するのにも赫別なものが必要になるわけではなく、カメラ

をセンサーとして利用できますので、非常に手経に怖報を得ることができるよ

うになります。

ただし、双方向ではありませんので、位置情報を取得して、ライフログを利

月したサービスを受けるためには、他の通信方法でネットに接続し、カメラで

受信した内容を送らなければなり宗せん。とはいえ、情報配信方法としては手

軽で高速な通個ができ賑すので、スポット的な方法として利用されることが鵬

待されています。

Iqj
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1割謡1塁鰯利用して
処理の臓歴を記跡できる非接触IＣ

利用範囲の拡大が期待されるＦｅｌｉＣａ

このところ普及薪しい非接触IC、FcliCa（フエリカ）も利川範

lIilが１Wえることがl9j侍されていゐデバイスです。

FcliCaを利川したものとしては、地j亀マネーのEdy、他ｆマ

ネーだけでなく切符や定期券としても使えるSuiＣａ(ＪＲ東11本)、

ICOCA(ＪＲ西日本)、TOlCA(ＪＲル〔海)、ＰＡＳＭＯ（首郁側の私

鉄など)、スーパーやコンピニなどの流通系の近子マネーである

Ilanac()（セブン＆アイホールディングス)、ＷＡ(（（イオン)、ク

レジットカードのｉＤやＤＣＭｘなど、普段のﾉ|稲に密締したと

ころで魚遮に広がっています。

n

,１

空〆β

が

図２．６ＦｅｌｉＣａを利用したＥｄｙカード(左）とＷＡＯＮカード(右）
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サービス

名

ＴＯＩＣＡ

ｉＤ

ＩＣＯＣＡ

Ｅｄｙ

Ｓｕｉｃａ

ＴＯＩＣＡ

ｎａｎａｃｏ

ｎｉｍｏcａ

ＰＡＳＭＯ

ＷＡＯＮ

1日

【OIOIB麺

Eｄｙ

ＳｕＩｃ己

呂屈里§1Ｍ画

■膳１日に【●I●

QⅡDDI虹日君．

ＷＡＯＩＮ

砿葉者名

ＮＴＴドコモ

ＪＲ西日本

ビット
ワレット

JＲ東日本

ＪＲ東海

セブン＆

アイ・ホール

ディングス

ニモカ

バ ス モ

イオン

［筋2瀬。ﾗｲﾌﾛグを#鮎ろための先箔縄付】

発行枚数
(うちモバイＪ１ふけ

応分）
利用可能店鰯数

噸謝諭|喋鵜
約４８０万枚約５万４９６０店

駕粥群'約'無Coo

濡消群’６万6610膳
約７８万６０００枚

WIW;淵’２万7403店
約３４万９０００枚’１０６２店

約１２９９万枚’約５万７０００店

；鱒|……

月間利用件数

非公表

約１１９万

２０００件

約２６００万件

約４４５８万

件(ＰＡＳＭＯ，
ＩＣＯＣＡ含む）

非公表

約３７００万件

非公表

約４２９１万件
(Suica含む）

約２４５２万件

表２．７Felicaを利用している砺子マネーの利用状況(2009年７月末時点】

定期や切符の代わりとして、コンビニやカフェをはじめさまざ

まな店でプリペイドカードやクレジットカードの代わりとしてな

ど、主に決済関係で利川されているのが一般的ですが、それだけ

ではありません．

FeliCaはＣＰＵとメモリーを積んでおり、ごく近距離で通信が

できるデバイスですので、ＩＤを持ったり、通ｲ,iやその際の処理

を,把録したり渡したりすることができます。つまりパソコンでさ

まざまな処珊を,肥録し、ネットを通じてやり取りできるのと同じ

ようなことができるわけですが、パソコンと述いリアルな世界で

のさまざまな雁雌を妃鮎し通備できることから、ライフログでの

利川がlUj排されていあのです‘，
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例えばモバイルSuiCaでは､アプリケーションをｆち上げると、

｢利用履歴」というメニューがあります｡ここには定側Iやグリー

ン券など交通側巡の‘|州iだけでなく、「↑町･マネーの利川股雁」

という卿lがあります。

ここで見ることができる脳歴は、Suicaの中に記録されている

ものです。この履雁をリーダーライターから読み取れば、鵬帯

地締側から辿幡することなく、ライフログを利｝|Ｉしたサービスを

受けることができます１１１〔近の限られた脚膝ですが、それでもあ

る秘度の行動履峨は取柵できますので、事前に盗録などの手続き

をしていなくても、そのjﾙで怖報やサービスの拠供を礎けること

ができます。

そのためには、＃州沌‘Iﾙでの辿信をしなくても、リーダーラ

イターから情報を携帯fu諾に送る仕組みも必要になりますが、こ

の点でもFeliCaは優れた機能を持っています通僑速度が毎秒

211Kbl〕sあり、ちょっとしたデータであれば僻時に送ることが

でき為ため、これを利川してクーポンなどをｲﾙllfのウェブブラウ

ザ一で投示することができます。ＮＴＴドコモでは、この仕組み

陽OIumｎＦｅｌｉＣａ互換のＮＦＣ

世界的にはＮＦＣ(NearFieIdCommunicat1on）と言われる規格が普及の

兆しを見せており、携帯霞備におけるライフログの利用は、ＮＦＣを中心に広

がりそうです。ＮＦＣは、ヨーロッパで広く醤及しているＩＣカードの測名であ

るＮＸＰセミコンダクターズ(旧フィリップス)のMifa『eやソーーのFeliCa

の規格などとも互換1“とったものです０２００９年４月にアメリカで間仙され

たＣＴＩＡで、Ｎ１ＴドコモがＮＦＣを利用したサービスの展示を行っています＝

現段階では、若干の互換性に課題は残っていますが、普段日本で利用している

ライフログを利用したサービスを世界中どこでも同じように受けられるように

なるのも、そう遣いことではなさそうです。

5２



鮒２叩｡ﾗｲﾌログを兆めるための先蝿技術】L

を「トルカ」.'0'という名称で公開しており、これを利用した．情報

提供サービスとしては、飲食店のポータルである「ぐるなび」に

よる「ぐるなぴタッチ」.ｕがよく知られています

どこからどこへ行ったか、どの店で何を囲ったか、といった精

報だけでなく、例えば社員証、′Ｗｌ呈証や鍵として利用すれば、人

退吊や今どこの部腿にいるかなどを把撮することもできるように

なります。

これ以外にも、将来、免Ｉ作,illIや保険iiIIi，パスポート、さまざま

な会員証などが鵬帯で利川できるようになると、非常に多くのリ

アルの情報＝実生活の行動が妃鍬できるようになります。利用と

I'il時に、イル;llfの通'’1機能を使った非怖に拶くのサービスが/kまれ

てくるI'J能性があります‘

FeIiCaは、利用肴のID、位慨1,,1i蝿、利用履雁、通信とライフ

ログを利用した怖報やサービスに必災な機能をIii体で提供するこ

とができるデバイスですまた、非接触とはいえ慨めて近い距離

でなければ辿信できず、ＣＰｒを持っていることからlii純な方法

ではデータを覗くこともできず、セキュリティー而でも安全性が

高く、今後の活用がさらに期待されています

広範囲な実用が期待されるｌＣタグ

FeliCaやＮＦＣ以外にも非接触のＩＣが存化します｡RFIＤ(Radio

Frcqucncyldcn(iIicalion）と呼ばれ為もので、一般的には「ＩＣタ

グ」と呼ばれています。ノ！峰水的にユニークなⅡ)が妃録されただ

けのチップですが、卜剛iも多く、多彩な使われ〃をしています。

・般的な使い方は、ありとあらゆる物につけて、そのＩＤから

物の情報を得たり流通の管理を行ったりするというものです。代

炎的な例としては、アメリカの火.Ｆスーパー、ウオルマートがﾉｋ

可
』

一
、



産現場から倉庫などを経て納入されるまでを管理するために導入

したものがあります◎

物のhli報を得るという点では、例えば食仙の珊介、スーバーの

光り場に並んだあと､消費者がこのＩＣタグをリーダーで読み取っ

て、産地や生産者、消費期限、栄養表示やカロリーなどの情報を

得るような使い方ができます。

このＩＣタグについては､ＩＣタグを柵柑に載せる場合とリーダー

を搭戦する勘合の２つのパターンが考えられます。ＩＣタグを携

帯に載せる場合は、FeliCaを搭載した場合と同じような考え方

になりますが、FeliCaのような高度な機能は持っていませんの

で、今のところこのような考え方はないようです。

逆にリーダーを搭絞するほうの検討は進んでいます。物の情報

を得るだけでは、ライフログとの関連性はありませんが、この情

報を読むという行為の履歴はライフログの悩報となります。

どこで、いつ、何の怖報を得ようとしたかといった情報は、何

に興味があるのかをリアルの世界でも知ることができることを意

味し、ネット上での検索の履歴を取得するのと同じことがリアル

の世界でも期待できます。ネット上の検索では、Ｈ々の食事や生

活Ⅱj品などの好みや傾向などを知ることは難しいですが、この

ＩＣタグの鋭み取り脳歴を加えることで、より広範囲で実用的な

ライフログの情報を得られるようになります。

柵帯地紬からライフログ利用のサービスが次々と生まれてくる

のは、これまで見てきたように、さまざまなセンサーやデバイス

が搭紋されてきたことが岐大の理由となっています。おそらく、

これからも挑補電話には新たなセンサーやデバイスが組み込ま

れ、それとともに新たなライフログを利剛したサービスが生まれ

てくることになるのは１１１１通いないでしょう‘，
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（鋪２衆＠ライフログを無めるためのj暁I投術）

(３Ｍ】■

ＡＢＳは'情報収集にも利用できる

新たにセンサーが帯lIijiされるのは、携滞電話だけに限ったもの

ではありません。雌近の,ｉｌ１ｉ胆ではI‘I肋'|rもその１つでしJ;う。

｜]動!''[にセンサーが砿まれるJIl1llIの１つは、ノどる、lllIがる、止

まるという基本機能を尚めるためです。壌近の車で標準搭赦され

ているものの１つにＡＢＳい､tiI()(PkBrakeSys〔ｅｍ：収輪問淵坊

11装附）があI)ますｌ:Mや'1i，凍結などの路lniが滑I)やすい状況

のときに、ブレーキの効きを岐適にコントロールす為ためのもの

で、さまざまなセンサーを駆使して、路面の状況を検知していま

す。このような怖報を{'11'1:だけでなく、ネットワークを皿じてセ

ンターに典めることで、他のドライバーに知らせるような取り組

みも行われています

また、燃費向上や低公謀化、つまり効率性向上のためにも非常

に多くのセンサーが搭jlfされています。標準的なr1ilMIIltに搭戦さ

れているセンサーの政は１２０を超えていると!.『われています，

車載カメラや車速センサーを渋滞予測に活用

さらに、利便性を尚めたり、交通ﾂ情を改稗するために、巾叔

カメラやili連センサーの１１１州Iを渋滞併報に利川するようなサービ

｡。
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スも一般化しつつあります。

最も杵及しているものとして、ホンダのインターナビ'､１２'が有

騎です，・股に渋滞hil縦は、道路に股慨されていあセンサーやカ

メラの・'１州lから提供されていますが、すべての道路に‘没Wtするの

はコスト１mでも現実的ではなく、幹線道路に限定されています‐

しかし､l』|動''１に設置されたセンサーやカメラを利川することで、

より多くの地点に,没ii'比たのとliilじ効果を押為ことかできるよう

:Ｗ】



【鮒2漁、ﾗｲﾌﾛグを染めるための先禍投術】

になります。

このように、自動車のセンサーの怖報を自卓のためだけに活川

すろのではなく、ネットワークを介して集め、IIj:利用することで、

断たなilIi川方法が広がI)つつあります《，

さまざまなカーナビ連動サービス

’'11lMllIfそのものを移肋休端ｲﾐととらえてライフログの利川をど

えると、一般的にはカーナビによる辿信サービスを思い浮かべる

ことが多いでしょう。その場合は挑帯道話によるサービスとＭじ

く、ＧＰＳによるナビゲーションにスケジュールを連動させたlI

l'|り地への渋滞'１１i服や迂ＩＩＩｌ案Iﾉ､j，尺弧減Ii、施,没l蛾||i案内やイベン

トガイドなどが代表的なものです。

また、エンターテインメント系では、スケジュール、走行場所

や時間、晴好性に合わせて、カーオーデイオの楽曲や音緋将性を

変えるといったものも椿えられています。通勤時はさわやかな

アップテンポ系、帰宅時は癒し系といったiii純なものから、Ｉ｢il恥

昔の怖報も取り込んで、デートや家族旅行では同乗誉の趣味・哨

好も取り入れる選曲や、さらには、この1㎡1束者の怖＃(を得ること

で体1mスポ､ソトなどの案内までど･えられます。

ｌＴＳによるライフログ活用

ドライバーや乗員のための''1勤巾の怖報化だけではなく、「人

と道路と''1動iii」のiI1Iで‘|Ｗ報を交換して交通の雌適化をめざすも

のは、総称してITS（InIcllig(‘,,【TransportSystcms：IWi皮道陥

交辿システム）と呼ばれており、はるかに広範囲な領域を包含し

ています（参巻:特定非僻利柄肋法人ITSJapan・'3})｡これまでは、

l‘l1Iilﾉ''１:そのものの状態やＡ１辺の状態を把掘することが''1心でした

Ｆ１？
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ドライバーモニターなし〈ミリ波レーダー方式Ｉ

Ａブリクラツシユプレーキアシスト待槻Ｉヨブリクラッシュプレーキ馴棚。Ｃプリクラソシユシートベルト創櫛

･ドライバーによるブレーキ槻作が唖い蝋合

図２，９ドライバーモニター付ブリクラツシュセーフシステムの仕組み

出所トヨタ自動車『ＬＥＸＵＳＩウェブサイト

が、妓近では、ドライバーの状態を把握し、安全性を高めようと

する試みも活発に行われています

その１つに、噸戦カメラをドライバーに向けて、疲労度を検出

しようとするものがあります。

例えば、カメラでドライバーの悦線を追いかけ、｜･分周朋に油

‘職を払っていない状態、つまりＭＡ線が一〃向にl‘lil定されているよ

うな状態になったら、ドライバーに沈戯を喚起するような盤iiltが

側発されています。すでに実川化されたものとしては、衝突の危

険性を!'[戦レーダーなどで感知した際に、ドライバーが碓而を向

いていないと判断したときに、鮒Ｗｆを１１鳥らすシステムがトヨタ

のレクサスに搭戦されています．''・

キーのＩＣカード化でライフログ利用が可能に

Ｉ』lmlltのキーもまた、ライフ1ノグの活川に利用できます他

３１Ｉ



【鮒２噸、ﾗｲﾌログを染めるための先渦技術１

自動車のキーをＩＣカードや鵬附近話にして、身長、体重、手

足の長さなども記録させて個人別に持つことで、自家用車だけで

なくレンタカーなどでもシートやミラー位Wtなどを''１動でベスト

な状態に合わせることができるようになるのです。

このキーにクレジットカードや会貝カードの機能を持たせるこ

とで、燃料、駐車場代、ドライブスルーなどでの料金を、高速道

路のＥＴＣと何じょうにケートをくぐるだけで支払ったり、ポイ

ント記録ができるようなシステムが勝えられています。

この延長線上で、１１脳Ⅷ'｣録などを利川した来店誘引のための

クーポンやバーケン･IIij服のlWdlI;といった、ライフログを利川した

おなじみのサービスも'だ現されます。

ライフレコーダーでドライバーの体調を管理

「車車間通信」「路''１間辿傭」により、おもに自動運転や衝突Iul

避などの安全な交辿システムの笈現が与えられていますが、路而

凍結や霧の発生時、Ｉ‘1助ilfが蛇行するなどのｲ《安定な挙動時に、

卓載カメラを利川したドライバーの状態監視とも連携して、ドラ

イバーへのアラートの出し〃やセンターへの通報などを最適化す

るようなシステムがけえられています“

さらに､I照擁.ヘルスケアの｣xで紹介しているライフレコーダー

を利用したシステムによる、ドライバーのＨ々の健康管理データ

を利川することで、ドライブIliの体IiMl符JIMまでも可能になり、休

憩のタイミングや''#間を''i1lMjで股だしてくれるようなことも可能

になります。

このように,ＴＳの分野でも、ライフログの利用は積極的に検

討されています特に安全・宏心の観点から関係各省庁が協力し

て推進しており、通{ｌｉをはじめとする技術的な進化を受けて、い

ふり



よいよ実用段階に入りつつあります。

また、このような,ＴＳのプラットフォームは、安全・安心だ

けでなく、便利で突川的なサービスのプラットフォームとしても

ｲf〃jであることから、ＩＴＳにおけるライブログの利川は、数ある

ライフログ領域の中でも特に広範囲でｲ『川なサービスとなること

が期待されています。

GOIim，、モバイルＷｉＭＡＸとDSFIＣ

ｌＴＳの分野では過信方法にも、特別な手段が利用されています。広域では、

現在は携帯電話が主に利用されていますが、今後はモバイルＷｉＭＡＸの利用が

有斑祝されています。ノートバソコンではＷｉ･Ｆの描峨が一般的になりました

が、自動平は高速の移動体ですので､もっとエリアが広くなくてはなりません。

また、音声迩謡は必要ありませんので、商価な迦鰭のためのコアシステムを擁

する携帯電話のネットワークより、ローコストで拠供されるモバイルＷｉＭＡＸ

のほうが合理的です。現在、日本で唯一のモバイルWiMAX事業者であるＵＱ

コミュニケーションズでは、ＭＶＮＯ(MobiIeVertuaINetworkOperator：

通償インフラを他社から借り受けてサービスを卿tするJ1喋者)による利用者

獲得峨略を推し進めていますので、自動車メーカーやカーナビメーカーが通信

事業者となって、さまざまなサービスが出てくる可能性があります。この露合

としては、ウィルコムの次世代ＰＨＳ(XGP)があります。

実は、モバイルWiMAX、‘次世代ＰＨＳとは別に蒜及しているワイヤレス

の通信方法があります．ＥＴＣで利用されているDSRＣ(DedicatedShort

RangeCommunicatiｏｎ・専用狭城迦僧）です．ＤSRCは、蹴路と自動叩の

間で逆信することを目的としたもので、移動する自動jIlLを他の自動車と間違え

ることなく誤間的に通信を行うために、３メートル以内で１台だけの車載機と

１～４Ｍbpsという比較的高速な通信を行うこどができます“また、８０メー

トル以内で複数の車栽機と通信するなど､状況に合わせた範囲股定も可能です‘

この灘地周(路側槻)を高速道路や紳線逝路に眼り巡らすという計画が進ん

でい鱗す。旗た、現在ＥＴＣの利用服は全国で７６％超にまで地んでい眼す。今

後ほぼすべての自動車に搭戦されると予測すると、わざわざ別の迦信手段を搭

戦するまでもないと考えることもできます．ＤSROのセンターをインターネッ

トにつなげるプラットフォームの構想もあり哀ﾂﾞので、今後はどこまでエリア

が拡大されるかにかかってくることになるでしょう｡
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