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にライフログの中にも顕在化していませんので、これを検知する

ことはまずできません

ライフログを利川したサービスが雌終的に11桁すところは､｢迩

外'性」のある右用なものを提供することにあるのかもしれませ

ん‐これは、個人の滞在意識を知ることができなければできず、

少々ハードルはIWiそうですｃ
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騰篭潔三照房
顧客の真の姿を知るためのライフログ

耀近のマーケティングの世界では、「エクスペリエンスマーケ

テイング」「カスタマーエクスペリエンス（順詳粍験価仙)」と呼

ばれる考え〃が注11を鵬めています。

この考え方は、２０００年頃よりアメリカから始まったもので、

MII客中心拒瀧の発展型として、顧客の満足とはｉｌﾘから得られるの

かを追求したものですＭ１(祥は商１Ｍや･け一ビスの1V綴や機能と

いった1iii仙だけでなく、雌人の過撒や使用したりすることで綿ら

れる経験も価仙として血祝していることをベースとしています。

つまり「何をﾘるか」「{１１をサービスす為か｣ではなく、「どう光

るか」「どうサービスするか」を飛視したどえ方ということにな

ります。

欲しいものを探す楽しみ、利用したときの喜びといった、’1に

は見えない砺杵満足度を尚めることで鵜別化を似lろうとするもの

ですが、そのためには、まず順客の水､'iの燐を知ゐことが１，蝶と

されています１W１審の水､'1の礎を知為ために利川しようとしてい

るのが、ライフログとさっていいでしょう二

|リ:】
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L 鮒３暇、ライフログ噌柵M1したビジネス】

ライフログの活用で満足度を高める工夫を

ライフログーノk活、人ﾉｉ２の記録、それは維験（エクスペリエン

ス）そのものです。ライフログを利川した111州lやサービスの提供

では、利用肴がライフログ＝経験を提供することで、さらにより

満足度の高い経験を得ることができるという術環を'1；み川せるか

が成侮の鍵を撮ることになるでしょう

そのためには、利用背のライフログの提供方法や'1Ｉ雌湘(ﾘから

の情報やサービスの提供方法にも、その過秘で満足度を間める_［

夫が求められることになります。

ライフログ側辿のIi片題として、常に川人111州lにまつわるｲ《安感

や‘|iii報収災に関するｲく儒感などが挙げられますが、まずこれらを

払拭することが必須になります。

さらに、利川者がライフログを提供する際に州わしさを砿じさ

せない､むしろ､楽しませるようなＩ:犬があって初めてカスタマー

エクスペリエンスを高めることがⅢ｣.能にな')ます

レコメンドの項で触れたア､ｿプルのGeI1iusい95）などがこの

好例でしょう，利用者が気に入っているIHIと柵|'|;がいい'''１を探し

出してくれるということは、’'1分では決して探し川すことのでき

ないものを兄つけられるかもしれないという楽しみを'j･えてくれ

ます。この楽しみという経験を得るために、利用者はどんどん自

分のお気に入りのリストを提供するようになるでしょう

ブログやＳＮＳはライフログ収集に有効な手段

また、コミュニティー系のサービスも経験価価を尚めるために

は右効な手段だと考えられています。ブログやＳＮＳでは利川荷

IIil士のコミュニケーションが苑ﾉｋし、このコミュニケーションが

1２３



プログやＳＮＳの更新を促進します。

結果的に、利用者の行動や哨好性に関する情報量が増加し、事

業者からの怖撒やサービスの提供も的確なものにすることがで

き、利用者にとって満足感の商いサイトと感じてもらえるように

なります。

最近、企業のさまざまなサイトでコミュニティー系のサービス

が付〃l'されていますが、これはMII杵に楽しみをIjえ、サイトへの

アクセス馴庇を商めてもらうための施策ですが、ライフログ収果

のためにも極めて有効な手段です。

ライフログ利用により利用者の期待値も高まる

さらに最新の考え方では、Ｍｎ客とともに価値を作りだす「．・

クリエイション」というものも提唱されています。事業者が価値

＝経験を押し付けるのではなく、顧客とともに価仙＝経験を創出

しようというものです。

利用者が提供したライフログに対して、一方的な事業者側の価

値観で情報やサービスを提供するのではなく、双方向性を重視す

ること、つまり利用肴からのフィードバックを元に、よりよい悩

報やサービスの提供へと進化させることと解釈できます。

リアルの世界でも、カタログ収災や比較、ウインドウショッピ

ングなど、ただ購入するだけではない楽しみというものがたくさ

んあります。また、店凹のアドバイスや気遣いで、商品やサービ

スの価値＝満足感が間まることも珍しくありません。

このような、リアルの1M:界の一般的かつ普過的な経験をネット

の世界でも再現できなければ、ライフログを利用したビジネスの

発展は難しいかもしれません。なぜなら、これまでのネットのビ

ジネスは利川肴の剛が見えないものでしたが、ライフログの利川
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L 鋪３噸＠ﾗｲﾌログを活川したビジネス】

により、リアルのビジネス以上に利用者の盗が見えてしまうから

です写

そのため、リアルの'1堺以ｔのきめ細かな梢報やサービスの提

供も可能となりますが、利川荷への対応を間述えると満雌感を大

きく損ねることになります。

紡周、ライフログという大切な{'1分の111i仙槻、経験を提供する

からには、それにＩＩｌｉするilM促鵬がｲﾄられなければならない、これ

が紬諭と‘『えゐかもしれません，

1２５



ライフログと
ソーシャルネットワーク
ウェブサイトの枠を超えたライフログ収集が可能に

複数サイトにまたがるフイードマーケティング

ここまでの方法は１つのサイト内に閉じた方法ですが、さらに

俊激のサイトをまたがったﾉﾉ法もｲｍ;します。

その，つに、ＲＳＳフイードを利川したものがありますニュー

スやよく見るサイト、ブログなどの災新を通知したり、’か所に

集めたり､最新の更Wih1iWiを炎,Jくさせたりする場合に、ＲＳＳフイー

ドと呼ばれるものを利川します

さまざまなサイトから、叫味のああ怖縦について常に蚊新のも

のを手に入れようとする吻合に非附に便利な仕組みですが、この

雌新の情報に合わせて広(Ifを炎'する手法があります。フィード

マーケテイングともIlfばれていますが、ＲＳＳフイードを利jljし

て集めてきた↑''州iを、炎'バすゐアプリケーションやウェブサイト

(ソーシャルブックマーク）で、炎示される1W雛に含まれている

言葉にマッチする広併を炎承するものです。

雌近では、ブログパーツという小さなコンテンツを利川什のブ

ログに細み込んでもらい、そこに広杵や梢慨を炎示するものも人

気があります

このタイプでは、例えばニュースサイトに来た利用者にニュー

スに合わせた怖報や広Ｉｌｆを炎'(するだけではなく、別の斗).イ！､に

１２(，
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Ｌ 鮒３１ｉｆ○ﾗｲﾌログを活川したビジネス】
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園'３．１５フィードマーケティングの仕組み

いる利川荷にも送I)込むことができるわけです

それだけではなく、ＲＳＳフイードを使って雌新の１，１i縦を僻よ

うとする利用背は、スポーツや金融情報といったようにカテゴ

リーを指定したり、キーワードを指定してあらかじめ1W柵の絞り

込みを１１:っているjｉﾙ合が多いですから、何に興味があるかといっ

た１１融州州lを取得できていることになi)、ニュースの門雌にマッ

チする怖報や広杵がなくても、興味のある分野の情報や広('『を炎

示することも可能になります,、

また､ブログパーツを記ｲｉｉす為111k雌汁や､ソーシヘ，ルプックマー

クの迎営肴が、Ｉ‘1ら1,11州Iや広告の提供＃を典めるビジネスもあり

ます。



ツールバーを利用したライフログ収集

このようなモデルをもう一歩進めたものが、「ツールバー」と

呼ばれるものです。

みなさんの中にもウェププラウザ－の上部に、ＧｏｏＲｌｅツール

バーやヤフー、マイクロソフトなどのツールバーを細み込んでい

る方も多いでしょう。

一般的には、検索サイトに行かなくても常に便利に検索ができ

る窓がついているもの、あるいは手軽に辞書やニュース、天虹予

報を表示できるものと感じている利用者が多いと思います。

しかし、これは利用荷が操作した内容を槌録するツールでもあ

ります。高機能なツールバーでは、パソコンの中のファイルの検

索までできるものもありますが、この場合にはパソコン内の怖報

まで収集が可能であることを意味しています。ウェブブラウザー

に一体化していますから、ツールバーを提供しているサイトにア

クセスしていなくても、ウェブブラウザーで閲覧した内容や胆雁

なども取得は可能です。逆にツールバーを通じて、これらの行動

履雁に合わせた情報や広告の提供も可能であることになります。

つまり、ライフログを利用した怖報やサービスの提供は、hIi報

やサービスを提供しようとするサイトにアクセスしなければ受け

られない、あるいはライフログを収集することはできないという

わけではないのです｡

オーブンソーシャルで広がるライフログ活用

さらに最新の手法として、「ソーシャルグラフ」と呼ばれてい

るものがあります。

これは複数のＳＮＳの間でフレンドリスト（友人のリスト）を典

12邪
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有するためのものとして利用されることが多いものです機能と

してはＳＮＳにおける人と人とのリンクを炎すものです２()()７年

にクーーグルのブラッド・フイッツパトリック（Ｂ１･adFiIzp狐】･ick）

氏が公|Ｍしたものが知られていますこれはオープンソーシャル

として仕様が公開され、１００を超えるサイトが対応を炎明してお

り、日本でも４月にmixiが正式に対応を始めました

オープンソーシャルとは、対応する襖放のSNSllIlでデータ

を典ｲiするウェブアプリケーションを開発するための此jlnAPI

(ApplicationPlatfbrmInterface)の仕様を規定したものです‘，

これに雑づいて開発したアプリケーション、例えばケームであ

れば､このケームを利川している人lIi１．ｔでつながりが/|：まれ､ケー

ム利川廿llUで新たなフレンドリストができます。このケームに参

加した人はそれぞれｎ分のホームでもフレンドリストを排ってい

ますが、このリストに掲祇されている人をケームヘ州祢すること

で、概数のフレンドリスト間でリンクが狼I)巡らされていくよう

になります｡|iﾘｰのＳＮＳ内だけでなく､ｵｰプﾝｿｰｼﾍ,ﾙに

対応したＳＮＳ間でフレンドリストのネットワークが別の切Ｉ)１１

で広がっていくことになります

人のつなが')だけでなく、ケームでのつながりをはじめアプリ

ケーション次第でさまざまな切り１１のつながりがﾉkまれ為ことに

なります：これは、それ自体が１つのクラスターとi,;えますま

た、フレンドリストには多くの屈性情雑なども含まれており、こ

れにフィルターをかけるなどして絞り込みなども行えます

オープンソーシャルでは、フレンドリストだけでなく、アルバ

ム、Ⅱ記などのコンテンツデータも共布Iir能にするAPlもあり

ますゥつまり、オープンソーシャルに対応したアプリケーション

を配ｲWすあことで、さまざまなＳＮＳに参加していゐ人に対･して、

'２り



ライフログを活用した情報やサービスの提供を行うことが可能に

なるのです。

代及的な例として、世界雌大の挑帯雌話メーカーであるノキア

は、柵術巡緒のアドレスブックと、大手ＳＮＳのMySpaceのフ

レンドリストを連携させることを始めました。これにより、ノキ

アのユーザーでない人に対してもメールが送れたり、Ｈ記やアル

バムを此有できるようになります。

さらにｌｌｊｌ社が進めているＬＢＳ(LocationBasedService：位間

情報サービス）を利用して、居場所を地図上にプロットしたり、

その地図上に店舗やイベントの情報を掲載するなどのサービスへ

と広げようとしています。

これらの先駆けとなったのは、大手ＳＮＳ｢Facebook」における

アプリケーションサービスですが、これはFacebookの利用者間

でフレンドリストやコンテンツデータが共有されるものでした。

オープンソーシャルの壁場により、ウェブサービス、端末、ネッ

トワークに依存しない広大なソーシャルネットワーク空間が出現

し始めています。そしてこの空間には、はじめから膨大なライフ

ログがすでに染積されているのです。

すでに、このソーシャルネットワークに対して、プログパーツ

やウイジェットなどといった広告を目的とするウェブアプリケー

ションが配布きれ始めていますが、今のところ、フレンドリスト

による伝播というネットワーク上の口コミとでも呼ぶべき手法を

生かした梢報のijWllIやブランドイメージ・商,品イメージの向上が

中心となっています。今後、この空間を利用したサービスの多く

は、何らかの形でより深くライフログを利用したものになってい

くものと恩われますが、今のところ明確な手法は確立されていま

せん。

l3n
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Ｌ 鮒３淑○ライフログを活川したビジネス】

ライフログを利用したビジネスを成功させるための、ｿ#業孫

利j1階の灰〃にとってのメリットについてまとめてみましょう

まず'１Ｆ梁什から兄たjﾙ合ですが、インターネットの将及は仙

報の発信という面ではマスメディアに|ﾉ敵するメディアになり、

ポータルサイトや検索サイトなど非常に多くの閲覧背のあるサ

イトに1iIiWlを褐'''1上するだけでは、イ《特定多激を対襲にしているの

と変わらない状況になってしまいましたこれはとても非効》綴的

で怖椛発傭のコストが尚<なってしまうため、惜椴を届ける相手

(ターケット）を絞為必礎がでてきました

また1ウコマースサイトでも、IlWIY1が｣ilえるに従い、ド|川崎が

なかなか欲しいとどえている商IWiにたと'１)沸けなくなったり、・

部の脇洲こアクセスが集11'するなど、機会損失や非効率性がロ,ｆ

ち始めろと同時に、サイトの使い勝Ｆの複雑さなどからリピート

率の悠化が１Ｍれ始めましたこれはI‘:コマースサイトに限らず、

金融|M1係や雌'ti側迎など''１１州iが多く似雑なjﾙ合に共迎する課迦で

すが、このようなサイトでは、利川什に求めている悩報へいかに

簡単にたどり杵いてもらうかが11t腿になってきます。

利川ffからすれば、インターネソトの岬及によっていつでもど

'３１

I情報量の増大がもたらす機会損失



こでも情報にアクセスできるようになりましたが、情報批が膨大

になり、必要としている怖報になかなかたどり蒜けなくなってし

まうという状況も州きました。締果的に、途中であきらめたり妥

協するなど、決して便利なものとは詠えない状況になってきてい

ます。

情報コストの削減が両者共通のメリット

邪業者は必要な人に必災な梢報、商仙、サービスを届けたい。

利用者は簡単に必要な情報、商品、サービスを手に入れたい。こ

の課題を解決するのにライフログの利用が効果的であることは、

これまで見てきたとお})です。ここに、間者に共通する探題とし

て「コストをかけずに」という点があります。いくら凹者の利襟

が一致するものであっても、提供するために利益を圧迫するコス

トがかかったり、利用将が対価を払わなければならないようであ

れば、耕及はおぼつきません。

悩報産某が発鵬してきた苛蹟に、怖報化によるコストの削減と

いう観点があります。これは、ライフログを利j､する場合にもあ

てはまるでしょう。

1挺
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Ｌ 跡３踊＠ﾗｲﾌログを沼jⅡしたビジネス：

一一

ｰ一

』

"Ｌﾗｲﾌﾛグを利用して､情報の振り分け､マツチングロ

ユーザー､事業者の双方に､省力化と効率化をもたらす

ユーザーには利便性と楽しさ
噸業者には差別化とコスト低減

』
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図３．１６ライフログ活用のエコシステム

一倭Win･Winの好柵照



CUI叩、ホームネットワークとライフログ

ライフログとは生活の怖報でもあるわけですから、これを利用したサービス

はパソコンや携榊瑚膳だけを対離としているわけではなく、むしろ駁飛などを

対象とすることのほうが、要かもしれ誤せん。

冷蔵叩の中を監視し、期限切れや在叩切れ;E教えてくれるといった例はよく

聞くものです。また、スケジュールデータと同期して、帰宅前に空調の調整や

お風呂のお淵弧りを行う、携獅髄舌の位世情報から在宅か淵守かを判断して、

醗電製品や照明の消し忘れ防止やホームセキュリティーのセットをするなど、

生活における快適、安全安心、エコロジーを遡求するようなサービスが次々と

考えられています”

これらの前提として､家電や住宅設備のネットワーク化が重要になりますが、

これまで各社各際のさまざまな技術が提案され、メーカーが違えばつながらな

い、つながっても勤作が遮うなどの状況が長く続いてい寵した。現在、次世代

のホームネットワクの実現を目指して、総務省が中心となって標峨化や実証

突験が進められています．

|』I‘’
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鐙鈎ブログ！

１１本は、ブロードバンドの蒋及、蛎帯遮蔽の商機能化やネット

ワークの尚連化などにおいて'１堺股尚レベルにありまずその結

果､ライブログのように非常に尚度なサービスの柵川についても、

世界の雌先端を進んでいます。

野村総合研究所が2006年末に発表した「ＩＴロードマップ｣･唐’
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図４．１Web２０関連技術のｉＴロードマツフ
出所野村総合研究所(2006年１１月１０日発表）

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川が活発に
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では、２０１０年度以降にライフログの活用が活発になるであろう

と予想ぎれています。

』'1時予想されていたとおり、プログやＳＮＳはいまやJ|：術にポ

ピュラーなものとなり、ソーシャルネットワークと呼ばれる新た

なユーザーIiJl士のネットワークメディアさえ生み出しています。

企業では、自社内でのＳＮＳの利用にとどまらず、Ⅶ群との接点

を強問なものとするために、マーケティングの・環としてブログ

やＳＮＳの利用を必須のものとしつつあります

一方、ネットワークも、家庭ではFTTII（光ファイバー通儒)、

鵬帯迩袖も3.5Ｇ〈第三世代挑帯電話の通偏速度を尚述化させた通

脇規格ノと11m洲に商迎化が進んでいます

つまり、企業と顧客との接点については、１１岬に先9Kけてライ

フログの活川準備が十分に整ったと言える状況にあるわけです。

、'1然のことながら、このまったく新しいサービスは、Ｉ州のど

こにもおＦ水となるものがありません。そのため、，１，Mまあ期祢と

は喪服に、なかなか本格的な･り･一ビスに踏み切れゐ邪難符が川て

こないのが実情です。

では、なぜ、ライフログを利用した夢のような世界がなかなか

災現しないのかについて、少し詳しく見てみましょう
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1茎扇墨灘識ｉ制
ライフログをビジネスに利用する際の愉fIM的問題

まずは全関係者の問題意識の共有から

「ライフログー生活、人生の記録」は、デジタルデータとして

I‘i1liIj的に符fjMされることと、再利用できることが収要だと述べま

したそして、ここ数年のⅢIのﾉ蝿M的な技術の進化により、これ

らは実際に可能になってきていますしかし、その１つ１つの要

素は、これまで誰も総験したことのないものです

･個人のさまざまな悩報をデジタル化すること

･自動的に蓄菰すること

･再利用すること

このすべてについて、Ｉどこまで行ってよいのか」といった根

本的な細M1が雌診』ていま-リ

インターネットが』I|'《命的と肯われるゆえんには、これまで誰も

総験したことのない新しいIlt界が、技術の進化によって極めて早

い逃度で次々と狸現したため、リアルのiiill腿や仙判と大きく､|剛Ｉ

してきたことも１つの１%(lklとして･勝えられます，

これまでは、ｉﾐにネットワークの多様化や高迎化というインフ

ラ而での巡化に支えられ、距離的に雌れた場所の大賊の怖報が国

峨をものともせず即唯に流jm-1･為ﾉﾉ向で発展してきました。その
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別 、

章検索、雨Xllm、加工が両僻 一定フォーマットによるデジタルデータ

吟｜浦に皿新される記頗の凹勤化
L
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711嗣巻とライフログの－漁性

結果、迷惑メールや開サイト、違法コピーの蔓延といった負の愉

椛拡散の問題や、ブログ炎|このようなメディアが個人化した結果

の無秩序といった問題が生じました。

現在でもこれらの問題を解決する社会制度は整備途'+1であり、

インターネット上の‘脳習と言えるようなコンセンサス（介意）も

明倣にはなっていません。

ライフログは､広く蒋及したネットワークインフラを利用して、

さらに新たな技術の進化をもとに高度なサービスを実現きせよう

というものです。これは技術における極めて正常な進化の〃向で

はあるのですが、進化のスピードが述すぎて現実の対応が追いつ

いていないのも珊実です、

竜諺〆

図４．２ライフログの利用に必要な条件
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瓦綴惟逓高めるために

通氏仁のある詳姻で火jmのデタカf必認

多人故のライフ園グの諮噴

性肋や隼帥などの隅性別．位嗣や糊問別、

硯貢届j座や検端屈座からの行動別なＥの

ど記どまなクフスターの拾気など遅分研するために

できるだけ詳題で大風のサンプル／データを収襲



拙速な法的整備はサービスの発展を妨げる？

かつて、口勤叫[という便利な道払が挺生したときにも、交通１（

故をなくすには自動巾をなくせばよいという縦論がありました。

これと同じようなことがライフログを利用したサービスの誕生で

も繰り返される恐れがあります。

生沿を1Mｔかにするサービスが目の前に現れれば、椎もがそちら

にtlを奪われます。そして、その-．方で、その喪に隠された間迦

を後回しにすることが性々にしてあります。現在のライフログを

利用したサービスの普及における課題は、この裏に隠された問題

を恐れて実現に二の足を踏むような考えと、問題があれば後から

解決すればいいとする考えとがせめぎあっている点にあります。

新しい技術に伴って新しいサービスが生まれる場合に、あらか

じめ法的雛備を行うためには、何が問題になるのか、それは解決

可能なのかなどが分かっていなければなりません｡しかしながら、

まだ始まってもいないものについてこれらを知ることは不ｉ１Ｊ能に

近いことです。分からないままに推測や憶測で法的整備を行って

しまうと、せっかくの事業の芽を摘むことにもなりかねません。

一ﾉﾉで、技術の進化に伴って、なんでもかんでも早い将勝ちで

サービスを始めてしまうと、耶故や事件が発生した珊合に、適切

に対処できない事態が起こってしまいます。

こうなると、社会的コンセンサスがネガティブな方向を向いて

しまい、根本的な問題にメスを入れることなく、サービスそのも

のに蓋をされてしまうことにもなりかねません。現在のライフロ

グを取り巻く環境は、まさにこのような微妙な状況にあります。
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