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情報開示と問題意識の共有

この状況を打|；Hすみために必幌なことは、実はそれほと'雌しい

ことではあし)ません。まずは、．i-べての関係背がⅢ巡噸,側を共有

することが必要です。

それぞれが何を問題視しているのか、これがお瓦いに分からな

い限り、疑心暗鬼になってliiIに進むことができません柳胆をIﾘｌ

らかにし、そのうえで解決縦を話し合うことができれば、その過

程でコンセンサスが生まれてきます。

雌悪のパターンは、間脳を放Wiすることです、

ライフ１．Jグを利川したサー'ずスは、水ili:の鮒１欺で触れたとお

り、１N人傭報についての紙解だＩﾅでなく、顎業苦|H1での州鞭の取

り扱いなど、きまざまな那題が現時点でも見えていますこれら

を放悩していると、何らかの問題が表出したとき、ネガティブな

社会的コンセンサスによる↑j:き過ぎた法制度が施行されてしま

い、事業機会が失われ、結架として本来消費背が巣'受すべき利益

も失われてしまうことになってしまいす。

このようなことが起こらないように、串業者は自らのり雌機会

を'､)鷺為だけでなく、iiliWi淵･の祉食|'|りコンセンサスをポジティブな

ものとしなければな')ませんそのために、談極的にWilIiを洲示

し、議論し、ガイドラインの雄定や広報を行う必要があります

また、行政も、状況をウ署リッチすゐだけでなく、このような活

11Wをｲ１１耐(的に後押しすることで、問題の発′kを‘IIIiiiに抑え、本来

のIl的であるrIi:業の１件|’k化によるよりよい社会の創出を11桁すこ

とができるでしょうハ

まずは話し合いのjﾙのi没柵と聯業者による白ｷﾐ的取り組みの醸

成がI喫緊に取り組むべきことです
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その中から、すべての利害関係将が納得できる脱ﾙﾘや法制度が

必嬰に応じてﾉkまれてくれば、それはりf業機会を砿うものではな

く、より苑腿するために必要な利秤間係訓11の雌低限の取り決め

と,ヤうべきものになると考えられます

新しい技術成果に伴って生まれてくるビジネスとはいえ、ライ

フログは、蛙水的に既知の技術の統合と高うべきものです．

また、社会インフラとなったネソトワークヒでは、非常に多く

の､!;巣領域と利撫関係者が存征するもので寸一このような場合は、

技術が先か、iiill度が先かではなく、いかにコンセンサスを醸成す

るかが肝要になおでしょう、

G8伽噸ｎ非難された米国国防総省のLifelogProject

第３章でも紹介した米国国防総術のDARPA(DefenSeAdvanced

ResearchProjectAgency防衛商需研究叶両局）のLifelOgProjectは

2003年に公設されました．

これは、アメリカ国民の個人情報をデータベース化する叶圃で、メールやク

レジットカードの支払い記録などだけでなく、カメラでの記録やＧＰＳによる

位置情報なども付加するものです。

発表と同時に、プライバシーの侵害についての懸念や税金の無駄遣いなどと

して激しい批判にあい、翌年中止されました．

その後、計画は、兵士が職闘地峨で見たり聞いたり塵したり、寵た実行し

たことをセンサで収集し、それらの梢報を統合してデジタル紀憶を梢築す

ることを目的としているASSlST(AdvancedSoldierSensorInfo｢mation

SystemandTechnology・先進的兵士センサー情報システム技術)という計

画に引き継がれました。
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1忌叉:i書礁おける
利用荷の椛利が1.分に瞭噸される代細みづくり

ライフログ利用における個人'情報の定義

ライフログの利lljという点では、これを利用してサービスを提

供しようとする１雌苦だけではなく、Ｉ，lらの梢報を利便性のため

に提供しようとす為利用ff側にも一定の責任が生まれてきます

また、ネットワークを介してこれらの情報が流通するため、仲介

を行うものの爾任という視点もあるでしよみ：

これらに共辿して雌も1,喫な飢胆は、個人備報の扱いであるこ

とは、論を緋たないと思います

あらためて、ここでライフログの情報とは何かを分額してみま

しょう、情報そのものの帆1vliから豚･えると､以l､､の５つになります，

1.個人佃報

2.匿名の個人の記録

3.ライフログを利用して抽出された特定できる個人向け情報

4.ライフログを利用して抽出された匿名の個人向け情報

5.柵報の流通を結びつける匿名性のあるＩＤおよびパスワードなど

ただし、２の「匿端の個人悩報｣でも、傭報が詳細になるに従っ

て、個人を特定することがI!｢能になることがあります‐しかしこ

の場合、その1．Iii報はすでに２の陵f'iではなく、ｌのlIil人‘|,'州lに分
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類できることになります。

滅多にないと思いますが、４の「ライフログを利用して抽出さ

れた匿騎の1M1人向け情報」でも同様に考えることができるでしょ

う。つまり、２や４において、個人を特定できるようになった情

報は、すべてｌの個人情報と考えることができますので、２と４

には個人を特定できる情報は含まれないものとします。

５の「ＩＤやパスワード」は、.'淵椛の行き先を決めるために必要

なものです。容助に参照できる公|ﾙIされた個人を特定できる悩椛

がなければ、単独では個人情報とはならないものですが、逆に容

易に特定できるようであれば､やはりｌの個人情報に含まれます。

ライフログ情報の取り扱い方針

ここで、大きな方針が決まります。ｌについては、言うまでも

なく個人怖報保護法の定めに従って取り扱うべき情報ですので、

どんなサービスでも、ｌが含まれる場合には個人情報保捜法に従

わなくてはなりません。

一方でそれ以外については、現時点で取り扱いについて基本的

に何らかの規制があるわけではありません。

弧をつけなければいけないのは、これらの情報によって何らか

のサービスを提供する場合には、そのサービスを提供あるいは利

用するうえでの規制が存在することがあることです。例えば、ラ

イフログを利用してショッピングのサービスを提供する場合に

は、特定商取引に関する制度に従って提供しなければならないと

いったことです。

とはいえ、これはサービスにかかわるものであって、ライフロ

グの情報そのものにかかわるものではありません。
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〈 鋪４巾、ﾗｲﾌログピジネスと社金剛腿》

|l－収蕊したﾗｲﾌﾛグ 1１
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啄真．位画のように愉祖の詳細化による
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心錦１１１の苔Whや細み合わせ方によっては．畑人が1牡でもろ蝋合があ悉

図４．３ライフログの基本的な扱い方

その他の規制やガイドラインとライフログ情報

では、個人情報以外であれば勺何をしてもよいのかと再えば、

そう簡単なものではありません。例えば、不快な'ＩｌＩｉ縦やI1f少年に

群を．'j･える情報など、他の渋iljlj度との兼ね合いや状況によっては

ガイドラインや社会的コンセンサスのＩ'１で取り仙うべきではない

と考えられる情報が含まれる場合もあります

例えば、携帯電話では、宵少年の利用に際しては原則的にフィ

ルタリングという機能が雑務付けられていますので、ライフログ

から蝋き出された１１１州l＝サイトであっても、こ;Iしに従う必奨があ

ります。

このように、扱う怖級によっては、他の規制やガイドラインに

従わなければならないこともあります
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ライフログ'情報は誰のものか？

’'11州iそのものについてで(よなく、これを利川すゐために必喋な

機能についてはどうでしょう。この漁の'1.2で、ライフログを実

現するために必要な機能を列挙しました

1.個人のさまざまな情報をデジタル化すること

２自動的に瀞職すること

3.再利用すること

以上の３つが、その根幹です

上記のｿﾐ行については、ノ催本的に利用苫に選択椛があるとｇえ

られるでしょう。

もっとも、岐初の情報のデジタル化については、パソコンや携

帯電話を利用する限り、いかなる怖服もデジタル化しなければ利

用できませんので、一般的に認められたことであると･勝えてよい

と思います

一方､２と３は事業者が勝手に行ってよいこととは限りません愚

rlMIIIは、この怖撒が利川背のものであるからです。

Ｉ:1分の111州iを、本人の川らないところで勝手に収鵬したり利用

したりすゐことは、実害の布無に限らず、現在の社会的コンセン

サスと照らし合わせても、ネガティブなものです冒その一例とし

て、アンケートを行う際に、個人情報が含まれない吻合であって

も、「この‘|､11j報は統Ili･''|りに扱われます」と注愈神きされていたり、

それに刈寸.るＭ蛾が,必喫な場合がああことからもうかがえます。

利用者の権利を尊重したライフログ情報管理

これらのことから、利川昔の椛利という面がfK蝶であることが
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【鮒４率、ﾗｲﾌログピジネスと社会測度】

分かりますｃ

では、ライフログを利川したサービスを実現するうえで必要な

利用-齢の椛利とは|'ﾘでしょう。これも将別なものではありませんｃ

一般的なサービスにおいて、、'ｉたり前にｲ,:われていぁことです。

1.サービスの説明

２利用者の承諾

3.問い合わせへの対応

4.照会、変更、取り消しへの対応

利用背の椎利＝サービス雌仙特の努力義務といっても雄し支え

ないかもしれません。これは、ショッピングサイトなどでは雑務

付けられていますし、股近ではポイント付与サービス鞭どでも兇

かけるものです。

つまり、利用者が自らの判断で、そのサービスを利用するかど

うかを決められるように、過不足なく怖報を示してその判断を碓

認し、また、利用者の疑問や妥望に応えられるような体制を整え

る必要があるということです。

その一方で、事業者を‘,):る仕組みも必要になるでしょう。利用

升のＩｌ１には、社会迎念に照らして明らかに行き過ぎと思われる笈

求をしてくる人もいますこのような場合に、どこまで対応すべ

きかを検討しておくことも必要になるでしょう。

こうして巷えてくると、「ライブログだから特別」といったも

のはないことに鉱づく力，と思います。現行のiljll雌や社会jln念、社

会的コンセンサスをベースに、ライフログを利11'す為サービスに

ついても、整理しなおして、広く啓蒙していくことが、このサー

ビスの発展にとって砿要なことになります‐
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1二≦罪多鴬量の
棚ｉｆ晒IWi会社の機能がllilllとなるシステム

登録や手続きの共有化からプラットフォームヘ

ライフログを利用したサービスを行ううえでの基本的な原則は

前項で述べたとおりですが、もう少し実サービスに則して見てみ

ましょう。

実際にサービスを利用する際に、サービス毎に個別にＩＤやパ

スワードを設定し、個別に個人怖報を記入し、ログを提供すると

いったことは、手間がかかりすぎるため少々現爽的でないと考え

られています。

ライフログを利用したサービスは、複合的なサービス、言い換

えればさまざまな'1F業粁のサービスを統合したようなものである

と兄ることができます

例えば、本諜の冒頭の例(p’15）では、スケジュールをもとに、

交通情報、天気予報、グルメ悩報、ショッピング悩報などが送ら

れてきています。これらのW州坑は、｜間別に事業を行っているこ

とがほとんどで、それぞれの､１１黙背とスケジュール111州(を共称し

ています

また、グルメ情報やショッピング情報では属性情報なども必要

ですが、それぞれの事業者で佃別に益録していては手iIllがかかり

ますので、一折して笠録するのが現突的でしょう⑥

|‘剛
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つまり、ライフログは一度登録したもの、手続きをしたものを

共有できればプラットフォームになり得るということです利用

背も』j喋若も大幅に手IHIが街けますので、コストの低減効果も火

きく、ライフＵグピジネスの普及および濡性化には|髄めて取要な

ポイントになります“

携帯電話キャリアは有力なブラットフォーマー

そういった懸味で!,,Lると、現在の柵柵巡iilIiによあライフログを

利用したサービスは、条件が整っていると兇ることができます。

ＩＤは通1i洲I燃料．（キャリア）側で用意した一意のものが存在

し、メールアドレスもキャリアで管理し、さらに契約の段階でさ

まざまな個人Wi報も鞍録されています。現在の挑粥弛話の多くは

キャリアの仕様によって開発されているものですから、端よのセ

ンサーやインターフェースもある程度統一されており、鵬本的に

キャリアの杵｣１１ﾄ゙ にあI)ます、また、課金などもキャリフ'をjlIじ

てlIIi収代行･ﾘー 為ことがIIJ能です。

つまり、ライフログを利用したサービスを実現するための多く

の機能を、鵬帯f蹄キャリアは用意できているということになり

ます。

梢報やサービスの提供を行いたい事業荷は、このキャリアの機

能を利用することで、ずいぶん手間が省けることになります。

したがって、キャリアはライブログを利用したサービスにおけ

為プラットフ･{一マーと瀞えることができますということは、

ブラシトフォーマーが1W報提供に関して仕椛をオープンにすれ

ば、一気にライフログを利用したサービスが花|冊くＩＩｌ.能性が出て

きます、

1Ｗ



プラツトフオーマーの役割と責任

ライフログのプラットフォームをオープン化する際には、①怖

報を分類してそれぞれの悩報の取り扱いについて規定すること、

②情報を提供する側と受ける側それぞれの椛利と責任を明確にす

ることの三点が一番重要になるでしょう。

情報の分類とは、プラツトフオーマー脚身が取得し、サービス

事業者に提供するものと、サービス事業者が独自に追加して収集

する情報にまず分かれます。さらに、ブラシトフオーマーが事業

者に提供する梢報に関しては、個人情報か匿名の情報かに分類さ

れ、さらに細かな具体的な傭報となります。具体的な情報につい

ては、ブラシトフォーマー側よりも、サービス班業者側の説明資

任のほうが大きいでしょう。

権利と責任については、プラツトフォーマーとして情報を提供

する側には、適切かつ安全に悩報を提供するとともにサービス瓢

業者の馴業巡用を妨げない、つまり遅延や中断のない悩報提供を

する責任があります。また、サービス事業者がこれらの備報を適

切に取り扱っているか、あるいは利用者とのＩＨＩで適正な契約を結

んでいるかを知る椎利、適正でないと判断したときには情報提供

を中止したり、提供した情報の消去を要求したりできるといった

椎利が考えられます。

サービス邪業者は、上記とは逆の責任と椛利が発生します。特

に気をつける必要があるのは、たとえ匿緒の怖報であったとして

も、利用者にはその情報の淋細が分かっていない以上、隈名の怖

報だということをしっかり説明する必要があることでしょう。

このように、個人情報でなければ説明の必要はないといった考

え方ではなく、利用者の不安感を積極的に払拭していく盗勢も、

150
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ライフログビジネスを推進していくにあたって、ブラシトフオー

マーにもサービス１１z紫符にも求められる黄任になります。

１１１噸のライフログ利用の肌Iljで述べたとおり、ライフログは利

用者のものであり、基本的には利用背の水諦が得られるかどうか

にかかっています‐

サービス！l;難蒋だけでなくブラシトフォーマーも、

1.サービスの説明

2.利用者の承諾

3.問い合わせへの対応

4.照会、変更、取り消しへの対応

といったl爪Mllを'､]含る必拠がありＪ§す‘，

ただし、ブラシトフォーマーはライフログを利|Ｍしたサービス

を自ら行うのではなく、ライフログを他の事難併に仲介するよう

なサービスですので、この点にfW激する必要があります

’ ↑

‘１‘ サーIごス事雲詞

(識職てＩ

1.サービスの説明

2.利用讃の永溌
3‘問い合わせへの対応
4,照会､誕更､取り消し

への対応
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サービスに関しては、最終的にはライフログを利用してサービ

スを提供する率業者の責任ということになります、各事業者がこ

の資任を果たしているかどうかを利川者に分かるようにすればよ

いということになります。

つまり、上記で説明した、各サービスリド業者が利用者に対して

ライフログ利用の挽明を適正に行い､承諾を得られていることを、

ブラシトフオーマーとして確認する必要があります。サービス邪

業者に対しては椛利ですが、利用者に対しては責任となります。

ライフログを利用したビジネスでは、悩報やサービスの提供を

行う事業者と利用者の間のエンド・ツー・エンドの契約が基本と

なります。したがって、これが適正に行われるように努める必要

がプラットフォーマーにはあります。

寡占的ブラシトフオーマーと公正競争

さらに、一部のプラットフオーマーには、これとは別の義務が

求められる場合があります。それは、一部の通僻事業者のように

市場占有率が高い場合です。

この場合、ライフログを囲い込むことで、他の事業者に対して

優越的な立場を築くことが可能になるため、不正競争防止の観点

から守らなければならない義務が生じます。

１つは、ライフログを利用したサービスを提供したいと考えて

いる事業者に対して、優越的な立場を利用した不公正な対応の防

止があります。

基本的にはどのり(業苦に対しても、ｎらがサービスを行う場合

も含めて、同じ条件で公平にプラットフォームを提供しなければ

なりません。

２つ目は、同業他社に対してです。
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ライフログの傭報は、搭積すればするほど利用櫛にとって里喫

なものとなりますので、例えば、プラツトフオーマーを変えたい

と考えたjﾙ合に､この怖報の移i娠ができなければ､利用軒のスイッ

チング（恥り換え）をl111Ilもすることになります“これも、優越的

な”ﾙを利用したｲ<公正となります．

あらためて確認するまでもなく、ライフログのh‘i報は利用者の

ものであって、ブラシトフォーマーでも１１郷やサービスを提仙す

る'１１:梁片のものでもありません。利川荷の椛利を拶・えた場合、ラ

イフログの情報は、利用者自身がI‘'''１に扱えるように最大限の配

慮を行う必要があります。

データボータビリティーをどこまで尊重するか？

利用背が自分の悩報を自由に移動できるとする考え〃は､｢デー

タポータビリテイー」と呼ばれています。

技術の進化に伴って、個人の111州iが''1動的にデジタルデータと

して雑談され､その利用により､利川昔に新たに;ｲr益で便利なサー

ビスが提供できるようになりました。同時に、利用荷の情報＝ラ

イフログも新たな111i価を持つものとなりました。

このライフログは、利川醤門↓のものであり、所ｲ】.特自らの

生活を{Mtかにす為ために必須のものとなりつつあります‐所布

者がrlI1iに自らの1W機を移動できるとする「データポータビリ

ティー」のどえ方は、これからのネットワーク社会にJli常に大き

な愈味を持ちますですので、ライフログについてIlijﾙ11丁有'紙の

問い一部の事業将に限らず、すべての堺業背に対して、これを雌

諏すゐ嵯勢が必要になるでしょう。

さらに、この先、ライフログを利川した情報やサービスについ

ても､その所有術を似iItに検討する必哩が出てくると思われます

1５２１



情報やサービスは､邪業者のものですが､どのような情報やサー

ビスが提供され、それに対して利用者がどのように反応したかと

いったデータは、利川背のライフログとして追加されることにな

ります。ショッピングの刷歴、店舗利用の股雁などがこれにあた

りますが、この腫脹そのものは利用者のものであり、蓄積される

ことで次の備報提供やサービス提供に非常に有益なものとなりま

す。

ライフログが利用将のものであるとする原理原則からすると、

これらも「データポータピリテイー」の適用範囲に入りますが、

事業者のｻｰピｽの独自性を守るという点では､微妙な場合もあ

るでしょう。この裸迦も、ライフログを利用したサービスの普及

を図るうえで、広くlKl係粁が検制すべきものになるでしょう。

1５４
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“・ﾗiＩF、１

1毒毒I瀞量れる
怖報漏えいのリスクに対応する

Ｉ情報のコピーと漏えいの危険性

ここまでは、ライフログを利、したサービスを'だ現・杵及させ

るために必要な叩諭的な原則についての１１片が中心でしたが、技術

的に対応しなければならない､二とについても、少し寓及しておき

たいと思います。

ライワログではﾉｄｌｔの情報がさまざまな場所にｲＭ；す患ため、

'|,'州l処理の而では、〔'11Wの問題だけでなく、怖報をjl郡あるいは

参照する際のネットワークの接続性に関する問題が1ＷEします，

負荷に関しては、サービスを提供する事業者自身の努力に負う

ところが大きいですが、ネットワークの接続性に|M1しては、事業

帝｢l身だけで解決できる|H腿ではあり:l§せん‘

利用背からのリクエストや傭縦やサービスの提供のたびに、傭

報を収集したり参照したりするのはいたずらにトラブイツクを増

やすだけでなく、iIIIらかの半情によりライフログ‘|,I州･Ｉの・部が欠

けるとサービス促仙に支障をきたすこともありえよす

このような状況を避けるために、ライフログの．IIIi報をできるだ

け蝋業者のサーバーに集めようとする動きが出てきます

つまり、利用哲のライフログが、腹敢の事業群にコピーされる

''1.能性が/ｋじてくみわけです。もＩ.)ﾝ'ん、’だ満の'|､,'i報であれば、

１月局



漏えいした場合にも一般的には危険性はありませんが、この中に

個人情報が含まれる場合には注意が必要ですｃ

個人悩報の取り扱いについては、いまさら注意を喚起するまで

もなく、１Ｍ々の事業者にて必要な体制は取られているでしょう。

しかし、コピーが存在するということは、漏えいの危険性もそれ

だけ増大することになります。

また、耐えいが起きた珊合、複製された悩報を利用している事

業者のサービスについても影郷が皆無とは誘えません。耐えいの

被害にあった利用者が、他のすべての郭業者に対して情報の抹消

を求めることもありえます。

情報漏えいの被害を最小限にする対策

ライフログを利用したサービスでは、ライフログを共布するこ

とが利用肴・事業者双方の利便性と効率性を高めるだけに、ひと

たび淵えいが起きた場合、その影騨は大きくなります。このよう

な被害を少しでも減らすためには、単に個々の事業者に問任を求

めるだけでは限界があります。ライフログ情報の取り扱いについ

ては、もう少し大きな枠組みでの検討が必要になるでしょう。

個々のﾘＩ業者やブラシトフォーマーは、①個人情報と隈始の傭

報を分けて符理する、②個々の事業者が提供した情報やサービス

の履歴やそれに付随する悩報、ＩＤやパスワードなどは他の情報

とは分けて管理するなど、個々の情報の性格によって、一部の情

報が漏えいしても他への影郷を蝋小限にするための対簸が必要に

なります。

それだけではなく、共有される情報については、事業肴側の都

合による襖製などはできるだけ避けたほうがよいでしょう。

このように考えると、共有される悩報と噸業背個々の‘lWWiとで

'1託
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は、智理方法を変えるという巻え方もあります。同時に、どの僻

報がどのサービスで使われているのか、といったことも管理でき

なければならないでしょう。

これまでのことをまとめると、複雑になりがちなライフログ1Ｗ

報の流通をある程陛一元管珊できたほうがよさそうです『このこ

とは、利用者が自ら求めたサービスに対するライフログ情報の流

通を'1j・祝化し、必嬰に応じて、変更や中止をできるようにするた

めにもｲj,効な力．法です。

このように､ライフログを利用したサービスの普及のためには、

個々のﾘ『業者だけでは解決できない課題が存在しています。将来

的には、似激のり雌％･による辿|ﾙﾉⅢのサービスとな為l1j・能''１１がil‘{ｉ

いものですから、条件が砿った現時点で、これらの課題について

協議し、対応策を検討しておくことが重妥です。また、このよう

な事業荷の唆勢が、利用者の心理的不安を払拭し、サービス普及

を促進することにもつながります



６

1皇肇琴講雪鰻｡る
ＩＴ輔業什が11t界へ羽ばたくチャンス

世界で通用する日本のライフログサービス

ｎ本では、棚帯心簡利用の商峻化やブロードバンドの普及によ

｛'ﾉ、つい蚊近まで砿物締だったライフログを利川したサービスを

現実のものとして災感できるようになりました

１１本のＩＴ環境は、市場が独自の発展を遂げ、Ｉ|上界の流れから

かけ離れていくという意味から、「ガラパゴス」という言蛎で表

わされることがあ})ますが、ライフログの楢川は、111:界''1が11指

しているものであり、その実現に雌も近いのが１１本であることも

串実です◎

雌終的に必要としている情報やサービスは､IHIや地域､人によっ

て変わってきますが、ライフｕグの１W報そのものやその流通につ

いては、鵬本的に世界中どこでもほぼ同じです』また、凶や地域、

人によって生活における行動は異なりますが、これを記録したり

情報を流通させる(|:組みが変わることはありません。ということ

は、ｉＷｉＬの最先端を行くロ本のライフログを利川したビジネスの

些本的な１１:細みは､jjそらくlI堺''1で辿川すゐものです。つまり、

特殊と言われる｢1本のＩＴ、通信順雛において、IiEl際競争力の問

い分野となりえるわけです縁

肯W８
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世界のニーズに応えられる仕組み作り

将に、ライフログビジネスは、ネットワークや端末が一定以上

のレベルに達した後、つまりＮ:会インフラとして|･分に機能す為

レベルに達した後、必然的にこれを高度に利用しようとして唯ま

れてくるものです

よって、ライフログを利用したサービスの成功は、’１本のｒｒ

３ｆ柴什が11本から||堺へ進出していくための大きなチャンスにな

ります

ただし、そのためには仕組みとして、完成度の問いものである

だけでなく、’11:界のニーズにも応えられあものでなければなりま

せん複数の邸業淵川だけでなく、イリ用者でああ一般消費計の支

持を得られなければ、わが国においても成功しないものです

そのためにも、広く利需側係脅が集ま()、早lUjに課題を解決す

る必洩があります。Ｉ‘1時に、’１１:界の助|i'jやニーズを把掘し、訓械

的に海外へ事業展洲を推し進めるような施策も必要になるでしょ

う‘‘

これまで、ライフ'Jグを利ⅡＩしたサービスは技術''側に可能と‘『

われながら、産演学で個別に、あ為いは一部の狭い倣域で取り細

まれてきた傾向がありますが、現爽のサービスとして現れ始めた

今、それぞれの知兄を集約する取り組みが重典となっています。

雌大の機会を生かすためにも、戦略|''りな取り組み、例えば行政iZ

蝋による関係肴による協誰の場の披佃や、振興のためのアウ>:処1Mt

なども必蝶ではないかと考えられます。

その縮一歩として、総務街の「辿儒プラットフォーム研究会」

において、2009年ｌ〃にライフログの基本的な社会的ルール雅

附が必喚だとすゐ結論が盛り込まれた椛告洲:がまとめられまし

胴〔】



た。また、2009年４月には｢利用者視点を踏まえたICTサービ

スに係る諸問題に関する研究会｣が始まりました。この中には、

ライフログについて無中的に肘縦するための「ライフログ・ワー

キング・グループ｣が般世きれています。また、経済産業櫛でも、

これまでの｢悩報大航海｣における実験などで得られたデータを

元に、2010年３月を目処に指針を出すとの方針を掲げています。

ライフログピジネスにかかわる環境の雛附はいよいよこれから

だと言えるでしょう。

ＭＯ


