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図３．２「ケータイｄｅライフログ｣のシステム概念図
出所KDDl研究所開発センター小塚宣秀

「ケータイ。ｃライフログ」と「マイ・ライフ・アシストサービ

ス｣、どちらも挑帯逝話を利用し、一般ユーザーにとって身近な

ものであったため、広く関心を集めることになりました。

ＮＴＴドコモの爽験については、２()()８ｲ|§秋よ')、「iコンシェル」

という糾称で'1W川サービスが開始されています。これにより、ラ

イフログサーピスがついに本格化しました。

ｉコンシュルは、羊（ひつじ）のキャラクターを利用者の「執りi:」

(しつじ）とす為、刈り的なエージェント型のライフログを利用

した情報提供サービスです。

ライフスタイルや居住エリアに応じて鉄道の運行情報、天蜘)Ｙ

服、イベントなどのインフォメーションが提供されるサービス、

スケジューラーと述勤してスポーツI恥やアーティストの．|Ｗ報が

剛
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鉄道通行|W報があります
ドコモ鉄道
迩娠見合わせ

いつもご利用いただきありがと

うございます。

ＤＶＤの返却日は１５日です。
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送られてくゐサービス、クーポンが術に雌新のものに虹斬される

サービスなどが用意されていますまた､このライフログのプラッ

トフォームを利用して、コンテンツプロバイダーがサービスを提

供できるようになっています．

また､20()８年１１ﾉjにはソニーﾏｰｹﾃｨﾝダがライフﾛグの

シェアリングサービスとして「L晩.X」を一般公柵しました。

Life-Xは、写真やウェブクリッビングを、リスト形式だけでな

くタイムラインや地図上に表,Jくし、家族や仲間に公i＃'し、ＩI:いに

コメントをＩ'1:ける機能を捗っています｡

また、Ｙ《)u'1,ubc､TwiucI．、はてなプックマークなどの他のウェ

ブサービスへの投稿コンテンツの一元管理も''1能で、パソコンや

挑帯だけでなく、PSP、ＰＳ３などのケーム機からも利川すること

ができます

皿Ⅵ1１ １２:3６
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LiIE-Xは''1分自身が搬影したりル:き込んだりしたコンテンツに

特化して一ＪC管理と典ｲ｢を行うもので、現時点ではこのサービス

を利川して他の事推荷が｛IIJらかのサービスを提供するというもの

ではありませんコライフログを利川したサービスというよりも、

他のウェブ･ﾘ･－ビスのAPI（ApplicationProgramiIlglI1Lerface）

を利川したマッシュアツプによるライフストリーミング(p､１０９

参照）の進化系と考えられます

ＩＳＰのＮＥＣビッグローブも２()０９年７月に、クラウドを活用し

たサービスを発表しています。このサービスでは、インターネッ

トに対応していないデバイスのために、専川のアップローダーを

Ⅲ発しており、よ')多彩なh州Ｉを染められるようになっています。

これ以外にも、２００８年はブログによく似たものや、ＧＰＳを利

用して位悩情難を記録するものなど、さまざまなサービスがライ

フログのサービスとうたわれてスタートしています

このように、ライフログの斜称を柵げるサービスがいくつか紬

守邑帆佐風尻刺し野Ｐ
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まりました。

ところが、これらのサービスは、個別に見るとずいぶん趣の冊

なる内祥となっています

挑州↑12紬会社であるＮ'1,'ｒドコモ、ＫI)DIのサービスは「コン

シェルジュ」「執事」「秘11細「エージェント」といった言難で説

lﾘjされることが多いもので、文'↑遡り、携帯電話がスケジュール

の袖ﾘﾘ1やｲj益な怖鞭などを救えてくれる役Ｉ.lを果たしています

・方、ソニーマーケティングの「Lifb.Ｘ」は、生活にかかわる

コンテンツをlか所に集めてさまざまな機器で多くの人と典ｲす

るサービスとなっています‘

また、ライフログサービスとうたっていながら、iiiなるブログ

やＳＮＳとほとんど区別が付かないものも多く、１１ｔ影した'伊典を

地間に貼り付けるだけのサービスでも、ライフログという１雛が

使われている場合があります

つまり、ライフログビジネスと．'iにさっても、その内祥はさ

まざまであり、「これがライフログビジネスだ」と。‘『で定稚づ

けるのは非常に困難だと言えるでしょう。現在のサービスの多く

は、１Ｋしくは「ライフログの一冊を利、lしたサービス」と,『うべ

きものです。

次節以降では、ライフログビジネスを行うにあたって'1t要なポ

イントを説明していき主す

８５
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負荷やコストを催減し､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

さて、より便利なサービスや傭報をlMI人の条件に合わせて提供

するために、ライフログの利用は11t典な災紫であるとしてきまし

たが、そこには当然のことながらサービスについての対価が発生

します。

ライフログを扱うということは、これまでの‘ｌｌｌｉ報拠供側からの

一ﾉj的でllIIi-|'|りな陰}l･一ビスとは1jl4なI)、利川什の火1,tのデータを

扱うと同時に、そのデータを基にした大'1tの'iiI州i処理が発ﾉｋしま

すから、システムの大型化や処理の複雑化、高速化といったコス

トを増大させる喪岡も多くなります。

したがって、いかにこれらの負付を''1f減し、効率よくサービス

を提供できるかが、将及の雌となります,』また、利川特の求める

クオリティーやコストの条件と合わなければ、ライフログを利川

したサービスがいかに優れていても、仰ｌ崎に又持され必笈とさ

れることはありません

前箭に関しては、Ｎ(〕Ｎ(NexLGenera1ion:Wlwork:次世代ネッ

トワーク）をはじめとするネットワークの進化やクラウドコン

ピューティングといった断たな手法の椴助やソフトウェア技術の

J1I〔新が、次々 とI叫決の道をﾉﾋみ川してくれるでしょう、技術‘I|',::Wｉ

B(］
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は新しいサービスを生み出すだけではなく、効率の向上やコスト

の低減にも大きく瀞ﾗ･します）

後什に|M1しては、’1雌荷はまず、なぜライフログを利川する必

要があるのかをどえる必饗がありますまた、それが利川背にど

んなメリットをもたらすのかが砿笈になります。そして、両者の

利害は一致するのかを冷静に苫えなければなりません。ライフロ

グの利川では、レコメンド、付肋ターゲテイング、エージェント

などといった１.蝶がよく川かれますが、これらは、ｿ喋荷、利川

者の双方にどんなメリットをもたらすのでしょうか

ライフログを利用したビジネスの成否は、事業孫利用荷の双

方にとってメリットのあるものであるかどうかにかかっていま

す。では、ライフログを利川すゐと'111ができるのか、そのメリッ

トは側かについて、ビジネスIiIiから見ていきましょう｡
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大量の

ライフログ情報
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図３．６ライフログを利用するビジネスの成否ポイント
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超
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デジタルデータの分析で人の行動を先統み

利用者の行動を予測した‘情報提供が必須

ライフログのW州(は、あらゆるサービスにおいてｲ川lで万能の

111側i，というわけではありません。「ライフ１Jグ」＝「'|:1iiIi，人4ｋ

の肥録｣ですから、そのIﾉ僻はすべて過』身、もしくはｊｊ↓在進行形

の情報です。

生活も人生も変化の巡統ですから、本当に欲しいサービスや情

報は、今の状況に合わせたもの、もしくはこれから必喫になるも

のであるはずです。つまI)、ライフログを利川したサービスでは、

lIiに過去の反復に従って''1州Ｉを抽出しているだけでは、イ覚叫に有

川なサービスとはならないことになります

例えば、本,11:のＷｊｉで、通勤iIillKの遅延W州lの例を稲げていま

すが、起床時11MがいつもどおI)だったり、知らされるのが家を出

る時間だったとしたら、》'１然時間に間に合わないことになります

ので、サービスとしては水､'1に役に立つとはIirえませんこ

）伽の例では迦処〕移仙|洲１１をﾉ,§に起床のアラートが110為||抑１１を

'１１.めていますが、このように利川村の状況や行助に合わせること

ができて初めて、本》'1に‘lZ,婆な怖報やサービスとなります。

同じく冒頭の例で、仙女の好みに合わせてプレゼントの候補を

提示する場1mがあI)ましたが、これも利jWfの取るであろう行動

LJu｣

ＩＤＵ
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を先読みしているわけです。

つまり、ライフログを利川したサービスでは、利用者の行肋を

j名測した１，１州i提供やサービスができなければ、木､Ｉｉの意味で役倣

つものとはならないということです｡人の心剛は不思縦なもので、

中途半端な111i報やサービスは、かえってｲ《満を募らせてしまいま

す。知らせてくれなければ('ﾘも不満を持つことはありませんが、

｢なぜもっと''１く教えてくれないのか」「余ｉｉｉ･なことを救えてくれ

て限間がかかる」などのｲ《快感をIj､えてしまうようでは、ビジネ

スとしては厳しいでしょう‘‘

ライフログの活用で行動の未来を提示する

では、どうすればよいのでしょうか。それは「情報に対する解

決策を提供｣することが肝心になります。

剛Iするとか、利用音の行動の未来を提示すると言うと－兄雌

しいことのようですが、ツミはこれこそライブログの活川で解決で

き為のです。多くの人のライフログを典めゐということは、その

人たちがどのような行動を収ったか、という梢報も集めることが

できますそのデータからＭじ属性やシチュエーションのデータ

を抽出し、ノ1tも多かった行動を提案、あるいは選択肢としてlllii僻

に並べ為ことで、おおむね解決できるはずです‘，利川特からする

と、''１分のことを分かっていてくれるサービスに兇えるでしょう。

このように、ライフログを利用したサービスを作る場合には、

まずは多くの怖撒を収災し、利川榊山,１Kにｳ:った分析がル附に１１ｔ

要になります。リアルの|ル界でノウハ'､ﾉと１１われているものも、

結局、属人的な怖報の収集と分析によるものです。これをデジタ

ルデータの祷硫と統計に韮づく分析に慨き換えることが、ライフ

ログを利川したサービスの'１４'神部分だと，ifえるでしょう‘

Ⅱ(」
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情報過多な状況で求められるレコメンド

情報社会という言葉が'kまれてから、ずいぶん時側が雑ちまし

た利川貯から兄たj吻合、今の11tの１１'には．'､'１州iが多すぎ為ため、

必要なもの、本､'1に仙利で役にｆつものだけが欲しいと勝えあこ

とが、ライフログを利用したサービスを選択する重要な助機の１

つとなりますその場合でも、単に情報が並べられて提,Jくされる

のではなく、利川粁にとってば味のある「おlMjめ」＝「レコメン

ド」が欲しくなります。

例えばレストランに行った場合に、グランドメニューより、ま

ずは「本11のオススメ」メニューに目を皿すといったことは、ご

く一般的なことだと思います。

しかし、この「本11のオススメ」は、お店1Mが、そのおAVに来

られる大多数のお客の興味や噌好に合わせて提供しているもので

あって、個別のお客に合わせたものではあＩ)ません。細ｌｊ、店員

に''1分の好みを伝えて「オススメ」を教えてもらうのが一冊だと

いうことになります

同様に、インターネットのサイトやメールマガジンでも、よく

｢オススメ」「レコメンド」といったタイトルやコーナーを兇かけ

ますが、これらの多くはレストランの｣ル合とIIilじで、１J,1々 人に合

qＸ１
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利用者の噌好性により近いものを提供できるようになります。

例えば、インテリア用品を賊入する場合、男性と女性、独身と

既餅、あるいは年齢1Ｗなどによって、デザインや機能性など求め

るものが違ってきます。こういった述いに合わせてよりユーザー

が求めるものに絞り込むことができれば、さらに便利なサービス

になります。

クラスタリングによるレコメンドの仕組み

レコメンドは、選択肢が多い場合に情報を絞り込むために利用

きれます。一般的には、ピンポイントで岐適なものを教えてくれ

るようなイメージがありますが、爽際には似たような“性を持つ

典、（これを「クラスター」と呼びます）の過去のデータから一番

よく兄られたもの、一番よく買われたものの結果を提示している

と考えたほうがいいでしょう。ですので、利用者から見れば、同

じクラスターの人たちに一瀞人気のあるものという見方ができま

す。

マーケティングにおいては、ある条件に合致する人々を１つの

jlulIとして、いくつかのグループに分けることを「クラスタリン

グ」と両い、典M1（グループ)のことを「クラスター」と呼びます。

このクラスターに共通する特徴、特性を抽出し、IlWIYIやサービ

スの対象者（ターケツト）となるクラスターを探し出すと同時に、

雌適なマーケティング手法を選択することで、マーケティングを

効果的に行うために利Ⅱjされる考え方です。

Ｆ１（エフワン)、Ｍ１（エムワン）といった表現を聞いたことが

ある方もいると思います。Ｆ１はＦｅｍａｌｅ(女性）の第１脳(20歳

～34歳）を意味し、Ｍ１はＭａｌｅ(ﾘj性）の第１層(20歳～34歳）

という意味で、性別と年齢層で染州化したものです。

《蝿
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図３．８クラスタリングの仕組み
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協調フィルタリングによるレコメンド

もちろん、このままではあまりに粗い分頬ですので、さらに年

齢を細分化したり、いくつかの条件で細かくクラスタリングを行

います。また、まったく述う条件でクラスタリングを行うことも

あります。

いずれにしろ、レコメンドを行う場合、完全に個人別に妓適化

を行おうとすると、利用汗の怖慨を非常に多く集めなければなり

ませんので、初めて,洲H1した利川汁やあまり利川したことがない

刊川背に対しては州しくなってしまいます。

そこで、サイトにおける過去の利用履歴や検索胆Ⅲ!§を分析し、

j崎､する行動や怖報からクラスタリングを行います。

アクセスしてきた利用汁の11'i報や行動から、あらかじめ川腫さ



れている股も幌性が近いクラスターヘの分類を行い、以後はこの

クラスターlli位でレコメンドを行います。最大公約数をとるよう

な方法とijえるでしょう。

初めは大きな典川によるレコメンドを行い、利用者の悩鞭がjＷ

えるに従い、より細分化されたクラスターを適用し、輔庇を上げ

ていくといった方法もあります。

レコメンドをする傭報やコンテンツの遊び方で代表的なもの

は、「協澗フィルタリング」という手法です。これは、あるクラ

スターに蛾も人気のある情報やコンテンツをレコメンドするとい

うものです。共通する属性を持つ人は、同じような略好性がある

とみなすものです。

また、レコメンドとして表示するのではなく、アクセスしてき

たときに、初めから同じクラスターの人たちの人気順に並べ替え

て表示するといった方法もあります。

一般的なＥコマースサイトでは、商仙を売れ行き人気噸に災

示することは珍しくありませんが、個人の属性や行動服雁を収集

することで、l0iIじ属性や暗好性を持つ人たちのクラスタ一別の人

気順といった、より現実的に利用肴の手間を省く情報の提供が可

能になります。このような方法は、利用背ごとのメニューのカス

タマイズへと発鵬していくことになりますが、レコメンドの考え

方がベースになっています。

ただし、「協綱フィルタリング」には大きな欠点があります。

多少マニアックな趣味の人であっても、一般的に人気のあるもの

にも多少は興味を示しますので、これを巣猟していくと、紡局マ

ニアツクなものは分散してしまい、ごく一般的なベスト１０のよ

うなレコメンドに陥りがちになってしまいます。

そこで少し視点を変えて、クラスタリングをするのではなく、

９１
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このようなレコメンドの代炎的なものは、音楽関係で兄ること

ができます

汗楽のj〃合は、視聴するためにプレーヤーというアプリケー

ションを使いますが、このアプリケーションで視聴肱雁を収り、

''１じllllをよく聴く人が聴いている別のllIIや同じアルバムをよく聴

いている人の別のアルバムといった切り１１でのレコメンドが一般

、

''１じ行勤をした人の怖椛をそのまま提示するといった方法もあり

ますこれは極めてマニアックなhIi縦を探しているようなjﾙ合に、

怖椛の発見や発掘を支援するような効果があります。必ずしも此

jm点だけを瀧祝するのではなく、利川背の視点を広げるといった

ﾉj法でもレコメンドはｲ『効なjﾙ介があります｡

卿'３．９ 協調フィルタリングの仕組み

進化した音楽レコメンド機能｢Genius」
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図３．１０Geniusの利用イメージ

化しつつあります。

これをさらに進化させたものが、アップルの皆楽併理ソフト

ウェアであるiTuI1esに搭)股されたGenius（ジーニアス）という

機能ですこれは利用荷のプレイリストを全11t界から収果して

分析し、ある利用背が選んだ1111と棚惟のいいlillを進んでリスト

化してくれるという機能で、リスト化されたIllIをiTun“Music

SiorGからYYうこともできます。

手法や目的によって多様化するレコメンド

もっとシンプルに、利用者が選んだ商品とIりじ色の商lY1、同じ

､機能を排つｌ１ＷＩＹ１、ｌｌｉｌじ大きさの|WWIといったようにlWi'WI11ﾘの緬似

性に諭Ⅱしたものもあります。また、‐僻間随されている１１'f服、

雌もアクセス数が伸びているW州lなど、レコメンドと-11に言っ

てもさまざまな手法があり、それらが適材適所で使われており、

必ずしも利川苛の行動臓雁や鵬性↑'１i報を利用するとは|ﾘ↓I)ません，

リfｌ



小売業界では、一般的に上位２０％の商品が全休の80％の売り上げを占める

(バレー卜の理陰)と倉われています。限られた売り鰯スペースや固定費のかか

ｒ
Ｌ 鋪３駁ロジイフログを活川したビジネス；

単に商品や情報を推腐するといった使い〃だけでなく、利用者

のI-l的が明確でないjﾙ合や、兇出しが多く迷いやすいサイトなど

で、ガイドやナビケートのような役荊をさせることもあI)ます。

このように･･１１にレコメンドと胃っても、耐ﾉﾐやⅡ的によって

さまざまなものが存〈i畠します。売れ線を強調するものからロング

テールの発掘、サイトのナビゲーションまで、Ⅱ的によって使い

分けがされていくことになるでしょう

まず“

ＣOImlmnEコマースの収益モデル｢ロングテール」

ロングテールとは、米iWired｣誌の編集長であるクリス・アンダーソンが

2004年に提唱した、「あ族り売れない商品がネット店翻での欠かせない収養

源になる」という籍え方です．

とができます。そのため、あ磯り売れない商品であっても、コストをかけずに

る在庫という制約から、売り上げ下位の商品をいかに整理するかが遁要になり

多様な商品を揃えることができ､少量しか売れない商品を多数販売するという、

一方、Ｅコマースでは、ウェブサイトという頭炎上無制限の売り場スペース

があり、店舗へ運ぶ流通の必嬰もなく、在皿も非常に地代の安い埋所に持つこ

長く少量の販売数の商品が続く様子から、ロングテールと名付けられ宗した。

これまでになかった収益モデルが生まれ室す。

ヘッドと言われるわずかな商品の大きな販売数の後に、恐竜の尻尾のように

り７



レコメンドは投資効率を最適化する有効な手段

利川者から見たレコメンドは、サービス提供肴からの押し売り

としてとらえるのではなく、悩報の絞り込みや新たな発兄を助け

てくれるサービスととらえると、非常に有用で便利なサービスと

なります。

これはレコメンドに限ったものではなく、ライフログを利川し

たサービスは巨大な愉報の海から統計的に悩慨を抽出したり並べ

替えたりしてくれるサービスであるととらえると上手な付き合い

方ができるようになります。

利用者もこのようなことを意撤すると、それぞれのサービスで

どんなライフログの悩棚を提供すべきかがおのずと兄えてくるは

ずです。利用者は、自身の情報入力の際に、そのサービスを利用

するうえでどんな愉報を入力しておけばより便利に使えるかを考

え、必要以上の怖報を入力しないようにすることも賢い利川方法

だと画えるでしょう。

ビジネスの視点からレコメンド機能を見ると、噸審が多すぎる

情報の中から目的にたどり溶けず、あるいは途中であきらめてし

まうことを減らす機能だとjmLることができます。つまり機会損失

を減らす有効な手段だと耐えるでしょう。

また、レコメンドは怖報や商品を探すための導線の岐適化であ

るととらえると、利用将の利便性を高め、ひいては満足度を向上

させる方法だとも繭えます。これにより顧杵の囲い込みが期待で

きるようになります。

さらに、最適化を進めると、付随する情報や商紬の販光や最初

の目的とは違う「ついで間い」のような顧客単価を高める効果も

見込めます。

９１１
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結果的に、ウェプシステムや１２コマースシステム撒築への投

資コストを無駄にせず、効率を雌大化するための〃策と巻えるこ

とができます

レコメンドによる順客の取りこぼしの減少は、売りｋげのトッ

プラインを伸ばせるということでもあるため、相対的に商船販売

の管理コストをｉｆげることができますから、顧客にとっては利便

性だけでなく111i格の低ﾄ゙ といった形での恩恵も受けられゐように

なるⅡ｣.能M§があります。

将来的には、レコメンドサービスから商１Ｍを買った場合には、

利用背のライフログを提供してもらう代わりに、割引やポイント

率が上がるといった通元サービスが琴えられるようになるかもし
れ主せん

【湖
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四W瀧撒窒熟…
情報伝達の無駄を省く方策

レコメンドは、利用荷が情報の絞り込みに使うものですが、逆

に怖雑を伝える棚手を絞り込むｆ法が「行動ターゲテイング」と

,了われるものです

テレビや新聞などいわゆるマスメディアの広杵は、広く多くの

人に怖報を低えようとす為ものですが、怖椛を伝える必喫のない

人にまでﾉ,I|いてしまうため、その分無駄が多いのも'1雌です

ウェブサイトや挑柵のコンテンツは、テレビのように受肋的に

情報を受け取るメディアではなく、１１的怠識を持って能動的にア

クセスしてくるメディアですから、その|-i的に合った情報を提供

すると効果は,1.1iくなります。

雌終的にたと'１)沸いたサイトやコンテンツには、・定のll的を

持った人たちが染まっていることになりますので、情慨を提供す

る側からすれば、気を適うことなくダイレクトに情概を伝えるこ

とができますとなると、裸題は、ＩI的を捗った人や関心のある

人をどれだけ多くそこにたどり,iifかせあことができるかにな')ま

す恥

l(Ｘ】


