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図３．１１レコメンドと行動ターゲティング
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コンテンツや必喫としている怖椛にたどり蒜<ために、一般的

にはまずポータルサイトや検索サイトへ行って、そこから探すこ

とになりますがなかなかlI的とする怖服にたどI)綿<のはﾉ<変

です､』

その際に、利川什が人ﾉJした検索文字やクリックしたリンクか

ら利川蒋が求めているものが何であるかを判断し、逆に情報を積

慨的に拠仙するという病ﾉﾐがあります．

特に検索では|､リステイング広lIiJ（検索巡1ｍｊｌｌｉＩ広１１『）と!.iPい、

ああ検紫キーワードが入ﾉJされた｣ﾙ合に、検索結果とは別にその

キーワードに関辿すゐ広杵を災示するものがあります⑥似たよう

な広(ｌｉＦ法に「コンテンツマッチング」（コンテンツ述肋ﾉ11広併）

というものもあります，こちらはウェブ･ﾘ･イトのコンテンツの文
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章を解析し、その内容に関連する広告を表示する仕組みです。

広告やマーケティングの世界では、情報を伝えたい相手を

｢ターケット」と呼びますが、リステイングやコンテンツマッチ

ングは、この「ターゲット」を見つけるための手法の１つです。

行動履歴を分析して最適な情報を提供する

とはいえ、このままでは利川特が入ノルたキーワードや検索結

果に関連しそうな悩報を提供しているにすぎず、利用者が本当に

何を求めているのかは分からないままです。検索結果が並ぶだけ

よりは効果が商いとはいえ、まだまだ見当はずれの広告を無駄に

表示してしまうことも多くあります。そこで、怖慨を提供すべき

相手をもっと絞り込めないかと考えて生まれてきた手法の１つが

｢行動ターケティング」と呼ばれるものです。

行動ターケティングは、利用者の検索ワードだけではなく、そ

のIMI後の行動を記録し、この行動の凧歴からどのような利Ｈ１肴か

を推測し、蚊適な梢報を提供できるようにするものです。

パソコンのブラウザーではクッキーと呼ばれる仕組みを利用し

てユーザー織別子をパソコンに記録します。

挑椛fu話では端末の製造称号やユーザーＩＤを利用して、ウェ

プサイト上での行動、つまり検索内容や閲覧ページ、クリックし

たＵＲＬなどを記録します。

これ以外にも、ウェプページを移動する際に、どのＵＲＬか

ら移動してきたかがウェブサーバーに記録されている「リファ

ラー」といったものも利川きれています。リファラーを解読すれ

ば、あるサイトに来る前にどのウェブサイトを見ていたかも分か

ります。

また、雌近はやりの２次）Cコード（ＱＲコード）であれば、コー
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図３．１２行動ターゲティングの仕組み

最適な情報を提供

、

鍾議
ノ

ドの｢|'に縦別j'･を入れておくことで、その２次ﾉ6コードがどこに

記戦されていたものかも分かＩ)ます挑柵であれば(;ＰＳの1州ｌ

を（もちろん利用荷の許''1は必要ですが)取得することが可能で

す，パソコンのインターネットでもＩＳＰの怖服やリファラーを

利川して、アクセスしてきた人のおおよそのA1;化地を収伸す為こ

とがﾛ｢能になっています

このような情報を分析して､利用稀の属性や行動特性を分析し、

最適な梢報を提供しようとするのが行動ターケテイングです

サイト巡桝背から兄れば、せっかくアクセスしてきた人にｲ《必

要な悩椛、興味のない怖椛はできるだけ兇せずにｲ『川な1)'州lだけ

を見せることで､使い勝手がよいサイトと認識してもらい､リピー

ト率、ひいてはベージビューを商めるための施策となります

また、広告出柵幹から兄れぱ、水』ｌｉに1iii報をjIIiけたい人にだけ
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CoIumｎＩＰアドレスからユーザーの居住地を取得

インターネットに接続する際には、必ずアクセス先のサーバーにIＰアドレ

スを通知して、怖報を送ってもらいます．この1Ｐアドレスは、ＩＳＰから削り

当てられています．ISPごとに利用できるIＰアドレスは、白木ネットワーク

インフォメーションセンター(通称：JPNlC)などで管理、公閲されています

ので、ＩＰアドレスが分かれば、アクセスしてきた人が利用しているＩＳＰが分

かります。地域ISPやＣＡＴＶ事業者などを利用している場合は、この時点で

アクセスしてきた人がどの地域に居住しているかが分かります。また、多くの

ＩＳＰでは地1呪ごとのアクセスポイントを決めており、その1W報も公洲されてい

ますので、大手ＩＳＰで細かくアクセスポイントを設置している場合には、市町

村レベルまで居住地が分かる場合があります。ISPが洗い出したＵＲＬの情報

の中に、地域を特定することができる情報が含まれている場合もあります．こ

れらの悩報は、あくまでも最寄りのアクセスポイントが分かるだけで、個人の

住所が分かるわけではありません。

絞ることができますので、コストを抑えて商い効果を川祢できる

ことになります。利川肴にとっては、イ〈必拠な'|､州iが減少し、Ⅲ

心のある．'州Iが｣Wえるという利ﾉMがあります

行動ターゲティングの実際の運用方法

アメリカでは数年前から利用されている下法ですが、１１ｲでは

ヤフーがポータルサイト「Yah()()1ＪＡＰＡＮ」において2006年にIWi

IV1化していますまた携帯電話では、2007年のKDI)lのポータ

ルサイト「auone｣が最初の導入例とされています。

行動ターケテイングの実際の運用方法ですが、すべて個人別に

雌適化されて怖級が表,】ﾐされるというわけではありません１A1人

別の妓適化を行うためには、個人別に相当1,tのデータの僻削を行

う必笈があるため、現在の限られた情報最や時間的な制約からど

えるとあまり現実的な方法とは言えません。

ではどうしているかというと、レコメンドの節でも触れました
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鮒３蹴・ｦイフログを棚Ⅱしたビジネス】
ｒ
Ｌ

が、アクセスしてきた利川滑を一定のクラスターに分類して、ク

ラスターごとに．','州lを炎,Ｋする〃法となっています。

どのようなクラスタ一分噸になっているか、行肋)似ﾙ!;の何を兄

てどのように噸椎して分瓶するかは、器検索サイトやポータルご

とに述いがあります。洲唆の滞さ、ｔiい換えれば行動ターケテイ

ングを利川した広ilfへどれだけ多くアクセスしてもらえるかは、

その検索サイトやポータルヘの広州Ⅱ柵)1tを左ｲiするピジネスヒ

のjlt要なポイントでもあるので､,i剛Iは企業秘密となっています。

クラスターの数については、グーグルで600前後、ヤフーで

800前後と発災されています卵附にきめ細かな分斌となってい

るようです

また、ヤフーでは、広告光Ｉ）｛:げにおける行助ターケテイング

がIIiめる割合は３０９６を超えていますので、実はすでに非常にポ

ピュラーな手法になっています

行動ターゲティングとプライバシー

検索サイトなどで使われている行助ターケテイングは、利用者

が験録などをするわけではありませんので、伽人が特定されたり

個人w州iが利川されることはあI)ません‘とはいえ、利川勝には

プライバシーにⅢすぁ不安感があるため、世界行111でガイドライ

ンなどが盤附され始めていますまとまったものとしては、米同

の述Ｎｉ取引姿Ｌｌ公（F'1,C）による２００７年発炎の次のようなガイ

ドライン案（喫約）があります｡
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１．情報を収集しているサイトは分かりやすく説明し、利用

者に情報収集の可否の選択権を与える

2．安全性を確保し、悩報の保存期間を正当な期間に制限

する

3．プライバシーポリシーが変更になった場合には積極的に

情報公開する

4．祇極的な合意を得られない場合は、健康などのセンシ

ティブな情報は収集しない

また、「1本でも、行･り．イトにおいてガイドラインやポリシーを

定めているとＭ時に、堆界川休であるＪＩＡＡ（インターネット広

告推進協議会）においてガイドラインのとりまとめが進められ、

2009年に公表されました

潜在顧客を掘り起こし、販売機会を増加させる

ここまでは、検索を''1心に行助ターゲテイングを説明してきま

したが、行励ターケテイングはさまざまな領域での利川が進んで

います“代炎的なとこﾝ，ではＥコマースが雛げられます‘

商IY1の多いＥコマースサイトでは、利川什が求めるlWiIYIにた

どり着くのは大変です，サイト内での商鹸検索に対して行動ター

ケティングを活川するのは検索サイトの場合と似たようなところ

がありますが、Ｅコマースのjﾙ合には、Ｉ聯間履歴の利川とレコメ

ンドとの併jiiがﾉくきな述いになります

過去の商砧検索や賊剛幽ifから、利用肴が求めている愉報を絞

り込みレコメンドするだけでなく、新商舶や再入荷商品、ロング

テールのIlW1Ylなどでは、イfmIq雁からターゲッｌ､を絞Ｉ)込み、′1.,'ｆ
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図３．１３Ｅコマースの行動ターゲティング
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服を低えるということがｲl:われています。つまり、Ｅコマースに

おける行動ターケテイングの利用は、瀞ｲl狐群を掘り起こし、ｉＷｉ

品販売の機会を増やすという効果が期待できるわけです。
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検索やコンテンツと切り離して広告表示できる

行動ターケティングには、もう１つ大きな特徴があります。ア

クセスしたときの検索ワードや商品の絞り込みに対する情報の提

供では、その行動に応じた怖報の提供しかできません。しかし、

行11Ⅲターケテイングでは、そのアクセスしてきた利川背のさまざ

まな惜報を常に持っている状態になっていますので、まったく

違った検索や商品を見ている場合にも、この利用苔が過去に関心

を水した内容に合わせた怖椛を表,JくすることがＩＩＪ能になります“

つまり、この利川苫を淋佃'1りな噸容として、州･に追いかけること
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情報を絞り込む

行励ターゲティングとレコメンドを
併用して最適な悩報を提供



が可能となり、情報提供の効率を高めることが期待できるように

なるわけです。このような広告手法は「リターケテイング」と呼

ばれています。

行動ターゲティングの弱点とは？

ところで、行動ターケテイングにも弱点があります。それは、

利〃１粁にとって探す怖概や商1Mがある秘皮たくさんあるサイトで

ないと効果を発抑できないということです。

Ｅコマースサイトを例に取ると分かりやすいと思いますが、商

品が少ないＥコマースサイトでは、そもそも商品を探すのにあ

まり迷うことがありませんから、行動職歴そのものが似たような

パターンになってしまいます。当然のことながら、これでは行動

腫歴に合わせて情報を提供しても、誰に対しても似たような悩報

提供になってしまいます。

つまり、行動ターケティングは、悩報hI:が多く利用肴が怖棚に

たどI)蒲<までに手川がかかるような場合に、効率よく股適な悩

報を提供する手段であると言えるでしょう。

このように、行動ターケテイングは悩概提供側から届けるべき

人を絞り込む機能であI)、レコメンドは利川粁から情報を絞り込

む機能と考えることもできます。

レコメンドと行動ターケテイングを組み合わせることで、利用

者が必要としている情報について、まるで専門謎のような深く新

鮮な怖報が手Ⅲなく集めることができるようになります。

レコメンドを利用することで、ネットワーク上にある怖概の中

から本当に必要としている傭報だけを手に入れることができ、新

しい情報については行動ターケテイングのおかげで探す手川を減

らして手に入れることができるようになります。

l(剛
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ｒ
Ｌ 鮒３jit○ﾗｲﾌログを柵川したビジネス】

レコメンドは利用者側の怖椛を探す手llIlを大''１Mに街き、行動

ターゲテイングは、聯業荷側のターゲットを探す乎川を術きます

ので、このllIIj伽陥がうまくIIll脈するようになると、叫駄な眼光促進

(セールスプロモーション）を減らすことができ、コストの低減

が見込めるようになります、

怖報蚊の卿大、利用着の拡大は、必然的に効率化の仕組みを求

めあようになりますリ喋細ＩｌｌのM;合だけでなく、＃1Ｗ慨･もこう

いった仕組みをうまく栖川できゐようになれば、WiI1-Wi】1の|Ｍ１

係を発展させることができるようになるでしょう。

ライフストリーミングとは、時系列に日々の行動を肥録する手法ですが、特

に最近ではタイムライン上に並べる、他のウェブサービスのデータを雄めてく

る（アグリケーション）といったものが増えています．日本では、３．１で紹介

したソニーの｢Life．X」（p､83)がその先鞭ですが、海外でもさまざまなものが

現れ蛸めています。

これまでは､単にタイムライン上に写真を並べたり、ブログやＳＮＳのフイー

ドを銃み込んで時系列に並べたりするものが主流でしたが、より多くの情報を

取り込むものがでてきました。

例えば､２．８で紹介した『AIlofMe｣というサービス(P‘73)では、パソコン

の中にあるデジタルメディアのデータや、インターネットで検索したり閲覧し

たりしたページなどのデータを自動で取り込むことができます．つまり、ライ

フログのうちパソコンを利用した場合のデータのほとんどをタイムライン上に

並べることができ、究極の自分史に近づきつつあります．

また、このサービスでは、自分自身のタイムラインだけでなく、雑誌の記郡

や著名人の足跡、さまざまなイベントの肥録などと並べることができ、それぞ

れのエントリーから群細な1W報の取得やショッピング熊でできるようになって

います．

直接ライフログを利篇して何らかのサービスを掴供しているわけではありま

せんが、自分自身のライフログと興瞭のある他の記録とが比較できることで、

新たなサービスが作り出されています．自分自身のライフログが自分専用の

ボータルメデイアとなっているようなイメージです．

ｎライフストリーミング
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､６
ｑ自律的に行動する
"エージェント，，
人に代わって怖椛を妓通化するプログラム

ライフログのインターフェース

．ＩＩにライフログを利用したサービスと言っても、そのイン

ターフェースはさまざまです

利川･勝からアクセスしたときにだけライフログを参照して雌適

な↑IIj椎を提供してくれるものもあれば、常に待機していて利用者

のアクションや状況の変化を検出して対応するものもあります。

IiiI折を「Jli術眺JM｣、後胤･を「怖‘l;〕M」と呼びます，

ﾙﾊｹﾙiﾘli1は、」ＪＭ§でも1$コマースサイトにアクセスした際に、

｢雌近お世い物したもの｣や｢雌近兄たもの」といった、これまで

の股雁を災示したI)、Ｉｉ１じものを兄たり貰ったりした人が、それ

以外に111を別った|)兇たI)したかを救えてくれるレコメンドで兄

かけることがあります。

また、検索サイトなどでも、過去の検索腹歴の表示や、これに

合わせた広杵の炎示などで利用されることがあります“

これらは、サイトにアクセスしない限り兄ることができないも

ので、端末側にプログラムは1Ｗi;しません。

術ｌｌ型は、普段何もないllIIi耐に突然情報がポツプアップされる

タイプと、何らかの友示領域があらかじめ用意されているもの、

キャラクターのようなものが表示されていてそれが梢服を教えて
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,端末側にプログラムは存在しない
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図３．１４インターフェース別に見るライフログサービスの種類

ポッブアッブ型

常駐型 ,。－定のルールで怖報を迩択し､ｻｰ

ｷﾔﾗｸﾀー蝋｜鯛麓することもあ、

くれるものと、いくつかのタイプに分けられます，

いずれにしろ、これらはＩ１ｌＩらかのプログラムが備駐していて、

常に利川者の動向や環境の変化をウオッチしています。

常駐プログラムは､アクションや変化の情報を拾うだけでなく、

・定のルールで'|､,'州lを避択し、ネットワークを皿じてサーバーに

アップロードしたり、場合によってはI‘Iら処１１Mしたりします。

例えば､ある時間が来たらアラームを鳴らすような､スケジュー

ル機能などは、身で処理します，

一〃、サーバーにWi}'1がアップロードされたj捗介には、次にそ

の･ll1i報に合わせて利川荷に低えたい怖報などが返されて来ますの

で、これを処理します。音声、テキスト、動画などの返された傭

報によって、提示方法を変えたI)、場合によっては悩祁の加［や

組み合わせが行われたりする場合もあります

常駐型では、利川荷の1災求の,Wi度化に伴って、次鋪に非常に,断

度なプログラムが必要になり、やがて利川者の代わりに、利用符

が求める情報の処理を行うものへと進化していきます。このよう

な利用荷の代叩となるプログラムが、「エージェント」と↓ifわれ



るものです。

ＡＩ機能を備えたエージエントプログラム

エージェントプログラムは、坐本的に利用者やサービス提供側

の定めたルールに従って情報の処理を行います。しかし、きめ細

かなサービスを行おうとすると、取得する情報は増えますし、利

用者に提示すべき愉報の細かさや菰婆度なども変わっていきま

す。これを解決するためには学習することが必要になります。つ

まり、ＡＩ機能が求められるようになってきます。

こうやって、「賢い」エージェントへと進化していくことにな

るのですが、ここまでくると、このプログラムはもはや世界に１

つだけの、たった１人の利用者向けにカスタマイズされたものと

なり、独自の情報処理を行っていることになります。時間をかけ

て利用者の代理人としての機能を高めたこのプログラムは、利用

者の知らないところで眠ることなく活動する一孤の脚立した人格

と首ってもいいかもしれません。

ライフログを利用したサービスの究極形が、利用者の個性やわ

がままをも反映して最適なサービスを提供することだとすると、

自動的に取得する情報を瑚やすことや、提供する怖報やサービス

のfitを増やすことと181時に、利用者に代わって怖報の鹸適化を図

るプログラムの機能を高めることも重要な要素になってきます。

それは、利用者に寄り添うように存在しながらも、独自に自立し

て活動するエージェント次第となります。

将来的には、このエージェントを利附者がどう育てるかといっ

たことがライフログを利用したサービスをうまく使うコツになる

かもしれません。
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姉３衆･ﾗｲﾌログを活Ⅲしたビジネス：

■

ライフログを利用したサービスについて、ここまで見た限りで

はいいことずくめのように見えますが、ことはそんなに簡単では

ありません。

現ｲl；のライフログを利川したサービスをビジネス股|＃Ｉする場合

に抱えている、あるいは今後抱えることになるであろう課題につ

いて見てみましょう‐

小さな親切、大きなお世話

パソコンでも鵬'冊でも、多くの人が迷惑メールに悩まされてい

ることと思います。

迷惑メールの「迷惑」とは何でしょう？一言で言うなら、’'１

分の求めていないメールが来ることです。「求めていない」のは、

内群だけとは限I)ません。夜111や接杵''1といった時iliIやシチュ

エーションでは、たとえ親しい友達からのメールでも迷惑と感じ

ることがあります｡

ライフログを利川したサービスでは、職録しておけばいろんな

'|僻ｌｉをプッシュで、すなわち利川荷が｛Iりらかのアクションをしな

くても自動的に送ってきてくれるタイプのものも数多く考えられ

ています、
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例えば、お気に入りのアーティストを自分の属性情報として登

録しておけば､新搬発売などをタイムリーに教えてくれます。「新

澗が発光されますので、予約しますか？」といったようなサービ

スは将段であればちょっと気の利いたサービスと感じますが、た

またま寄ったＣＤ販充店ですでに予約していたりすると、もはや

不要な怖撒ということになります。迷惑とは詩わないまでも、こ

の場合は鈍の利かないサービスと受け止められてしまいます。

位fHW報系のサービスはもっと微妙です。いろんな場所に行く

たびに、趣味、哨好、興味に合わせた悩報がやってきたりするわ

けですが、いつもそれらの悩馴が必要なわけではありません。と

いって、あらかじめ綴録しておく怖報を減らすと、欲しかった悩

報が届かなかったといったことも起こります。

情報が届きすぎれば大きなお世識ですし、来なければ来ないで

役に立たないと思われてしまいます｡この連いを反映できるかが、

ライフログを利川したサービスでは爪要になってきます．

例外データをどれだけ蓄積できるか

この|Ｍ１組を解決するのも、無本的には「データの排積と分析」

による利用打の「行動の予測」ですが、そこに「例外」という鞍え

方が加わります。つまり、「例外｣のﾘﾒ例＝データをどれだけ染

められるかが重要になります。

そのためには、利川考にlI1いた情報やサービスが役に立ったか

を聞くことが必饗になります。これは個々人で感じ方の述う「例

外」や怖報の砿要度を反映するということであり、個々人の悩級

に対する受容度に合わせてカスタマイズを行うということになり

ます｡利用すればするほど自分に合ったサービスになっていけば、

ある穏庇「小さな籾切、人きなおilt論」を減らすことができます
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ｒ

Ｌ 鮒３噸、ﾗｲﾌログを活川したビジネス】

し､サービスに対する一甑の愛粁のようなものも生まれてきます二

表現の工夫次第で満足度を向上させられる

とはいえ、残念ながらデータとして取緋できないような突発的

な例外があります‐例えばネットの'1t界ではなくリアルの世界で

行ったことに対する1W柵提供やサービスについて、雌適化を図る

のはさすがに雌理がありますですが、まったく解決縦がないわ

けではあI)ません。表現ﾉﾉ法の1次という下段があります。

これもリアルの世界ではli常的に使われています､,接客などで

も、自僑がないときには’一・liIlI)大きいサイズにすべきです」「あ

なたに一肝合ってい為シヘ'ツ(よこれです」のように断定的になる

のではなく、「ではないですか？」「はいかがですか？」のように

問い合わせるような調子になっているはずです』これは表現を状

況に合わせて変化させているわけです

この節で例を雑げた、すでにリアルの111:界で新緋を予約してい

た場合などでは、「新譜が川ますが、もうｆ約されましたか？」

といった表現であれば、同じ儲椛、サービスであってもずいぶん

受け取り方が変わってきます

つまI)、迷惑に感じるかどうかは、心ｊ１Ｉ１的な部分が影靭を与え

ることが多いので、表現〃法も．'･分に検,M剛する必要があるという

ことです。

リアルのビジネスⅡ畔でも、わずかな炎現の述いが服客満足度

を変えてしまうため、披容の髄を尚めゐことは'1t甥な災紫となっ

ていますが、ネットの|I堺では、対11|iするﾉ鋤の人''11がいないぶ

ん、また時間をかけずに簡潔なものであるぶん、この違いはシビ

アなものになる傾向があります．

結局、どれだけF|川崎の視点、’X場に'Xてているか、闘い換え
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れば顧客満足主義を徹底できているかがビジネスとしての成采を

左右することになります。

利用者の状況変化への対応が難しい

例外以上にやっかいなこともあります。ライフログを利用した

サービスでは、そのベースは個人の過去の悩報の横み亜ねにあり

ますが、これが障宵となることがあります。

結峨のような人生の－．大イベントのIMI後で、それはほぼIⅢ迎い

なく起こります。独身時代は、基本的に自分自身の好みや郁合だ

けが記録されていたわけですが、結峨するとそういうわけにはい

きません。

家を買うにしても、家典を闘うにしても、２人界らしが前提と

なりますので、自分の趣味や哨好だけで選べなくなってしまいま

す。ショッピングだけでなく、生活ｎ体が変わってしまいますの

で、これまで併枇してきた生活行動の↑W棚で役に立たなくなって

しまうものも多く出てきます。

ライフログを利用したサービスの多くは、過去の獄み上げられ

たデータをもとに梢報の絞り込みやサービスの選択を行っていま

すので、当然、このように突然利用将の求めるものが変化した場

合には対応しきれなくなってしまいます。１人〃lの小きなベッド

をレコメンドされたり、端宅時に新しくできたバーの怖報を教え

られたりしたとしたら､たとえ心慧かれるものであったとしても、

‘必要な愉報とはijえないですよね。

|属性の変更を完全に反映させるのは至難の業
このような例は、人生のイベントの中で次々と起こります。出

産、就学、枕職など生活瑚境の蛮化だけでなく、趣味が変わるこ
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帥３瀬、ﾗｲﾌログを栃川したビジネス,；ｒ
Ｌ

ともあります,友人や恋人の影禅で､新たな地味にⅡ弛めるといっ

たことは珍しいことではないでしょう‘それまでの趣味に急に冷

めてしまったとしても、｜Ⅱ空わらず以'１１の迦'ｲﾐに合わせた|,'州lが

送られてきたり、それをIiiI提としたサービスが提供されたりした

ら、これはもはや迷惑に近いものです。

，k僻が既僻に、子仙なしがjも供ありにといったIIj;性のパラメー

ターの１つだけが変わることについては、折たなパラメーターに

合わせて、↑,YWiやサービス提供のﾉCとなるクラスターを変災すれ

ば、ある程度は妥求に応えられます

とはいえ、このパラメーターの変更をどう検知するかは課題と

してｾります解決するためには、すべてのネットワークサービ

スで、パラメーターの変更を即座にｊえ映し、此｛iできるようにな

ることが必要になります。しかし､さまざまなサービスに対して、

どこまで情報を災有していいかは利川荷次輔ですので、完令なも

のは難しいでしょう

変化のパターン化で対応も可能

また、趣味や哨好性では、過去の利用群のWi報から類推してい

るj助合も多いですから、突然の心変わりには対･応できないのは､'１

然です。これはリアルのＩＩＬ界でも'１１じでしょうｌＩｉｌじ趣味でつな

がっているような仲間との関係が、ある１１突然切れてしまうよう

なものです

ライフログを利川したサービスのiIt界でも、リアルの世界とＩＩｉｌ

じく、環境や帆'|ｊ|:、｜I榊f性などが突然変化した:１１初は、これにな

かなか対応できません．リアルの世界でも、緋鮎して急に付き合

いが悪くなったり、ｆ供ができると突然それまでの遊びをやめて

髄紫になったI)と、周I)の人'111が（惑うようなことも珍しくあり

ＩＩＴ



ません。こういった場合、周りの人は「気を遇う」「様子を兇る」

といった行動に出ます。これは、さすがにデジタルのプログラム

の仙界では難しいことのように似われるでしょうが、実はそうで

もありません。

膨大なライフログの排積ということは、環境、属性、暗好性な

どの変化のデータも膨大になっています。つまり、変化に伴う傾

向をつかむこともできますし、それによって対応策も考えること

ができます。変化に伴うパターン化ができれば、それをプログラ

ムに組み込むことができますので、場合によっては、リアルの世

界での対応より情報品が多い＝経験値が高いことで、かえって好

ましい対応がI'『能になるかもしれません。

代表的な対応策として、何らかのパラメーターが大きく変化し

たことを検知した場合、利用者に問い合わせる〃法があります。

例えば、結蛸した場合、子供ができた腸合、「カップル用です

か？」「ファミリーIillけですか？」といったように州くのも１つ

の解決鞭です。リアルの世界では、家具やインテリア店、旅行代

理店ではよくある対応ですね。

どんなに過去の傭報を蓄積しても、今同は何を求めているか、

を完全に把撮することは非常に附難ですので「例外」に対応する

必要があると前馴で述べましたが、突然のパラメーターの斐更も

似たところがあります。

ただし、パラメーターの変更のほうが、利用者が所属するクラ

スターを変えられたり、永続的な変化であったI)、そもそも変化

の棚類が少なかつたりと、雌初の対応は「例外」よりやＩ)やすい

かもしれません。ただし、データを排積しなおさなければならな

いという点では、ライフログを利用したサービスにとっての弱点

であることには連いありません。
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個人の膨大なデータが祷欲され、分析され、利川荷視点でサー

ビスが提供されるとけえると、もはやこれ以上個人に雌適化され

たサービスはないのではないかと思われるかもしれません患しか

し、炎はここにまだ大きな落とし穴が残っています｡

ライフログを利川したサービスとは、レコメンドの節（１）､9()）

でも冊抑Ｉしましたが、1181人の過去の情報を利川して不必典で爪甥

庇の低い｡iI州iを排除し、傭報の絞Ｉ)込みを行っていますｃ

その結果、求めている傭椛への到達は早くなりますが､一方で、

ライフ1Ｊグに念まれていない1,1i報、維験外の|､,'淵iはますます疎述

になりますＵつまり、ライフログを利川したサービスは、いつの

''１１にかそのIHl人を一定の枠の''1に押し込めていくようなものでも

ああとも荷えます。

Ｆ
Ｌ 肺３瀬＠ﾗｲﾌログを活川したビジネス（

これまで｛''1峻か触れているとお')、「データの縛積」→「データ

の分脈」一膳「利川若視点での述川」という流れが、ライフログを

利川したビジネスの雌1K要りi:項ですリアルの111:界で経験的に行

われていることをいかにIIF現するかということでもあるのです。

リアルの世界で、１人で経験できることより、ライフログの収集

のほうがはるかに多くの維験を得ることができます。この経験を

ﾉkかせるかどうかは、利川背視点での運用＝顧客満足度の徹底に

かかってきます

過去の経験の範晴に個人を押し込めていく

意外'性が新たな興味を呼び起こすこともある

少し経験的な諾を思い附してみましょう。

例えば、ある興味のある分野で検索していたとします。検索結

鵬には、探していたものと側係の深いものだけではなく、まった
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く関係のないものも含まれていることがよくありますが、たまた

ま、そのリンクを開くと、目的とは連うものの面白い興味を引く

内容であったりすることがあります。気がつくと、その側いたサ

イトを堆点に本来の目的とはまったく違った方向性で楽しんでい

る、といった経験はありませんか？

暇な時間に何気なくウェプサーフインをして、いままで触れた

ことのない､しかし､非常に興味あるページにたどり芯いたといっ

た経験は、多くの人が持っていると思います。このような体験に

より、知識や経験は広がっていくものです。

これは、過去の知識や経験とは何の脈絡もない「愈外性」がも

たらしたものです。「意外性」にたどり蒲くためには、怖棚を絞

り込むことではなく､怖報の範朋を広げることが煎要になります。

これは、ライフログを利用したサービスではなかなか期待できな

いものです。

ライフログを利川したサービスでは、本人以外の非術に多くの

人の怖報から、同じクラスターに属する人の悩撒も提供されます

ので、まったく「意外性｣がないわけではありません。

しかし、情報全体の領域から見れば、雌大公約数的なものであ

ることには通いがありません《’かといって、釧域を広げればよい

のかと前えば、不必要な惰報を提供してしまう可能性も大きくし

てしまうことにもなるため、そう簡単に広げるわけにもいきませ

ん。

本当に求めているのは意外性？

「意外性」とは､本人も気づかない､本人の中にある哨好性です。

本人の中にあるこの噌好性にフィットしなければ、それは蝋なる

不必要な怖概です。本人が気づいていないということは、坐本的
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