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一般化するライフログサービス

ネットワーク、ｊＭ/k、センサー、ソフトウェア、これらの進化

がライフログという断しい概念を腿ﾉﾋさせました，そして、レコ

メンド、行動ターゲテイングなどの新しいマーケティング下法を

ﾉkみ出し、エージェントという自分の分身までが実現しようとし

ています。

検然サイトやポータルサイトでは、すでに行助ターゲテイング

は}l‘Nir的に利用され、利川者の趣味や１１帥j:に合わせた広;'fや怖撒

が炎示されるようになっています。Ｅコマースサイトでも、レコ

メンド機能を利川して商貼のオススメをするのが一般的になりつ

つあります。

桃,INF通話にも執'１１:（コンシェルジュ）が常駐し、さまざまな情

蝿を伝えてくれるようになりました。

今後も仕事や勉学、他康や医擁、趣味など人の生活のあらゆる

｣助imにおいて、ライフ'７グを利川することで利便ｆｌｉ、安全性、峨

楽性をIWiめるサービスが続々 と登珊してくるのはI川述いありませ

ん
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【鋪５軍＠未来に向かうﾗｲﾌﾛクビジﾈｽ】
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ライフログサービスの発鵬と普及の脈動〃は、おもにサービス

を提供するﾘ喋汁によるビジネスの効率化や莱別化によるⅦ祥ロ

イヤリティーのIhj上にあI)まず‘』現ｲi;は、まだ、利川片が_'二Ｆに

これらのサービスを利川できるようにはなっていません今後、

利用者が能動的にライフログを提供する代わりに、本当に欲しい

と思うサービスを(¥たいとどえるようになるとどうなるのでしょ

うかそのときこそ、ライフログが火現する本当の11上界が現れて

きます。
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1琴寧空目ﾗドﾏﾂブと
クラウドとＮＧＮがライフログの促進を後押し

商品のライフログを記録する

今後も、さまざまな技術の進化に合わせて、新たなライフログ

の併秋が進んでいくことはi川述いないでしょう。

まず入力部分を狐うのがセンサーです。

本書では主に携帝電話、自助''１などの移動体を中心に解説して

きましたが、必ずしも本人が持ち歩かなければライフログは記録

できないということではありません

商茄につけられたRFII)をリーダーライターで認識すれば、

販売された商1H1がどこで使われているかが分かりますｃこのよ

うなセンサーをさまざまなjﾙ所に股fliしたネットワークを「セン

｡V･－ネットワーク.|と呼びます，

現在でも、製造から流皿、眼ｿI』までのIWWI管jlMとして広く活川

されていますが、これを商IWlllIljlXや廃蛎まで広げ、商品のライフ

サイクル令体を杵期しようという紙みが進んでいます。商品のラ

イフログと，↑ってもいいかもしれません、

期待されているのは、１１州,の不'.↓合や期限切れへの対応、リサ

イクルへの活用などで、安心・安全とエコロジーの面から検討さ

れていますただし、もちろん、プライバシーの侵害には気をつ

けなければなりません
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【鮒５瀧○糊$に11ﾘかうﾗｲﾌﾛクビジﾈｽ】

商,H,のライフサイクルの‘ｉＩ１ｉ報と利jl州･のライフログを紐付ける

と、例えば、冷棚'|《の''１のIWilW州:Ｊ１ｌ１伐として、′i't味lUllⅡ↓切れを汰

愈してくれたり、ＷいI''１１)IYIの案|ﾉ､jをしてくれたI)といったﾉ|祁

に''１１利なサービスを尖現す為こともできます，

これ以外にも、外部から人や物を追うセンサーのどえ〃はいく

つかあります。

代炎的なところでは、カメラによる肌惚縦で佃人を倣別すゐこ

ともI!｢能ですある映Il1liでは､網脱をトレースして''８１人を州別し、

さまざまなjﾙ所で案内や哩持がされるシーンがありました現実

の11t界でもソフトウェアの衝が向ｋし、今やそれらを顔認拙で行

うこともイ<IIl.能ではなくなりつつあります

クラウドコンピューティングとライフログ

・方で、ノ<M:のデータをどう扱うかについても、新しいネット

ワークのげえﾉﾉが解決の道を,パしています

これまでは、ハードデイスクやメモリーを端ｲﾐに,|&せ、それに

記録することが中心でしたが、このﾉﾉ法では、その記憶デバイス

が常にネットワークにつながっていなければならないことになり

ますそして、ことあるごとにサーバーにアクセスし、何らかの

処理をしなければなりません

しかし、妓近は「クラウドコンピューティング」という考え方

が台噸し、データもプログラムもネットワーク上にあればよくな

りつつあります

クラウドコンピューテイングの「クラ'ツド」とは「笈」（ぐl<)ud）

を愈味しておI)、インターネット上にｲfｲfするサーバーを「雲」

に兄立てています。喪のように利川什は１１１１曹扱その''1身を通識する

ことはないが、そこからいろいろ便利なサービスが降ってくる．
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サービス躯業者ブラシトフォーマー

ブラ 者

函'５．２クラウドコンピューティングとライフログサービス

ンピューティングモデルのことです

クラウドコンピューティングが一般的になると、利用者はいつ

でも、どこでも、どの端末でも同じサービスを受けることができ

るようになります

たとえ挑柵近柵を忘れたI)落としたI)しても、イ党人認祉さえで

きれば、キオスクの端ｲ<でもテレビなどのＡＶ機器でも、ネッ

トから情報の提供やサービスを受けることができるわけです。

エージェントで広がる経験領域

プログラム川の進化もiIK甥ですが、プログラムの大部分をネッ

トワーク側に世〈ことができれば、いつでも、どこでも、どんな

端末でもおなじみの執り『や秘沸が案Iノルてくれるようになりま

す
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【鮒５噸◎未来に向かうﾗｲﾌﾛクビジﾈｽ』

プログラムの進化はそれだけにとどまりません。ＡＩの進化に

より、エージェン|､が独向に成腿することも可能になりつつあり

ます。ネットワーク上で、他のエージェントと'１，lIiWlを交換するこ

とで、他の利川什の悩服も利川できあようになります。

リアルの11M人が１人ではとても維験できないような戯の経験

を、エージェントを通じて他の利用稀と共有するようなことも考

えられるわけです『，

例えば、ブログやＳＮＳで同じ,皿味を排つ人を探してくれた()、

音楽のプレイリストの共有、レストランのお気に入りの交換と

いったことを、エージェントが、動的に行ってくれます雑継や

ガイドブックで↑11i報を探すより{糾州'ｌｉのあjる怖椛源とｉＴえあかも

しれません

ＮＧＮでさらに進化するライフログ

これだけの111州l流通を支えるためには、ネットワークそのもの

の進化も必災です

狭い地域での火埜のトラフィック処珊やセキュリティーに不安

があるこれまでのインターネットとは別に､いよいよＮＧＮ（Next

Gencl･illi《)ＩＩＮ帆ｗ〔》１．k:次'11:代ネット｢フーク）がスタートしました。

ＮＧＮ(よ、’'1.に,Wj述なだけでなく、ネツ|､ワークの状況を'ﾘｌＩｉ

して優先度のiWliいものには帯域を係肺する仕組みなども細み込ま

れており、ライフログを利用したサービスの中でも脹療やWit、

災;ifに間係すあような緊急時のサービスでの利用が期祢されてい

ます。

セキュリティー面でも安令1|;はA'1iまっており、個人悩椛の棚')え

い防止にも宏心感があります。ＫＧＮは、ライフログを典肌する

うえでのハードルを下げる役1ｌＩｌＩを果たしてくれるでしょう
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また、携帯電話のネットワークを見ても、２０１０年頃のスター

トが予定されている第3.91吐代挑怖池話(3.9G）はＮＧＮとほぼ11り

じインターネット技術を採川しているため、ライフログ利川の促

進を水陥的に後jllIしできるようになります。

将に、ＮＧＮによる固定辿イパと3.9Ｇによる移動体辿ｲ,;の融合

(ＦＭＣ：FixedMobileConvcrRencc）が実現すれば、いつでも、

どこでも、どの端ｲ<でも、というユビキタス社会の鵬本的なイン

フラが完成することになります

3.9Ｇ＋ＮＧＮは、「いつでも､どこでも､安価に」
ネットワークを利用できるインフラ

玄

既狼ＬＡＮアクセスポイント

画雲り
豊一＝藍＝ 低 価 格 の 定 額 無 料

図５．３ＦＭＣ(FixedMobiIeConvergence)のサービスイメージ
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姉5t○'@糸に向かうライフﾛグビジﾈｽ】L

1響甲雲鰐簾懸
端ﾉkが変わっても同じII)でサービスを使う

|Ｄポータビリティーという仕組み

第‘１噸で、ライフログのデータは利〃州･I‘i身のものであり、

｢データポータビリテイー」の碓保が爪典であると述べました

｢データポータビリテイー」を笈現するために、もう１つ』E要な

ことがあります。

それは､柵’||f電話のり喋稀やISPを変えても、端ｲﾐを炎えても、

本人を似IilIiする11)(利川什を縦別するための杵り･）をリ|き継ぐこ

とができあ「ＩＤポータビリティー」です。

現在、挑梢電話においては、・般にＩＤが変わってしまうと、

それまでのデータは廃棄され､サービスも解約されてしまいます。

例えば、現｛I;、）州沌話のFcliCaを利川したサービスでは、

jml‘測喋汁や端ｲﾐを変えるときには、一庇データをサーバーに旗

けて、新しい端末の新しいＩＤへ紐付けなおさなければなりませ

ん鋤

ライフｕグのjﾙ合も、それまで排状してきたライフログをﾉ|ﾐか

すためにはllil嫌のことをしなければなりません、もちろん、ＩＤ

そのものを変更せずに済めばそれが一番iWjIIf.ですが、各ﾂf業者ご

とに独''1の化細みが存在するため、これを統・するのは時間もお

金もかかってしまい、少なくとも現/l;は現‘ﾉﾐ的ではありません。

lハリ



シングルサインオンの普及が待たれる

このＩＤポータビリテイーに関しては、いくつかの解決策が模

索されています。ウェブ上では、「OpenlD」という仕組みが代表

的でしょう。

Ｏｐｅ１'ＩＤに対応したウェプサービスでは、利用者が取得した

ＩＤが１つあれば､どのサービスにもログインできます。１つのウェ

プサーピスから別のウェプサービスへログイン情報を引き継ぐこ

とも可能ですから、一度ログインすると他のサービスではあらた

めてログインする必要がありません。

一・庇の腿iiIIiだけで、門度縄祉の手続きをすることなくさまざま

なサービスを使えるようにする仕組みを「シングルサインオン」

と呼び、世界中でいくつかの方式が検討されています。これが本

格的に普及すると「ＩＤポータビリテイー」も実現に近づきます。

「データポータビリティー」と「ＩＤポータビリテイー」が笈現

すると、通信邪業者やISPを変えても、これまで蓄禰したライ

フログを利用してそれまでとなんら変わりなくサービスを利用で

きるようになります。

‘|ＷＷＩやサービスを提供する事業肴にとっても、大切なMIi群への

サービス提供を、品賀や機能といった自らの貴任とは異なる理由

で継続できなくなるといった事態を避けることができます。

ライフログのビジネスは、利川者と事業者のエンド・ツー・エ

ンドの契約に坐づくビジネスですから、これはとても大切なこと

です。

ライフログを生活シーン別に使い分ける

さて、エンド・ツー・エンドのサービスが実現した場合には、
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【跡５京､米来に向かうﾗｲﾌﾛグピジﾈｽ】

さらに新たな可能性が生まれてきます｡それは､利用者によるサー

ビスの使い分けです‐

ライフログは1人に１つ、エージェントも１人に１つ、という

のは先人槻にすぎません。プログやＳＮＳでも複数の人格を使い

分けている人は珍しくありません。ライフログを利用したサービ

スでもIIil様のことが簿えられます‘

川途別に使い分けるパターンには２つのパターンがあるでしょ

う１つは、ビジネス用やプライベート川、体１１用といったﾉ|稲

のシーンに合わせた使い分けです

ビジネス用では、ブログやＳＮＳのようなプライベートが１１１心

のデータはライフログとして促仙せず、エージェントも似,'|:タイ

プを進ぷといったところが、余1W･な↑ｌＷｌｌが来なくていいかもしれ

ません。

アフターファイブには、エージェントもペットや好みのキャラ

クターに変わり、プライベートな戊人のアドレス帳（ブレンドリ

スト）のプレゼンス情報からリアルタイムな情雛例えば今どこ

で遊んでいるかといった情椛や趣味に合わせた周辺のイベント梢

報などを教えてくれる、といったように使い分けるのもいいで

しょう,,

ライフログを属'性の違いで使い分ける

もう１つのパターンは、楓性や趣味の傭報を複数使い分けるタ

イプです

これまでにも何度か言及してきましたが、ライフログのデータ

を帯職することは、情報の絞り込み、あるいは情報やサービスの

提供打からの利用者の絞り込みといった効率化をめざす側而があ

ります．
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この場合、使い込めば使い込むほど、利用者をある一定の枠の

中に押し込めてしまう傾向が強くなってきます。ある意味、事業

新が利用肴の個性や人格を決め付けてしまうようなものです。し

かし、人間は誰でも襖数の側面を持っているものです。

利用者自身が複数の人格を使い分けることで、能動的に俄報や

行動の範囲を広げることができるようになりますし、そういった

欲求が出てくるのも間迎いないでしょう。

競争環境がサービスの質を向上

さまざまなサービスが現れてくると、今度は利用薪によるサー

ビスの使い分けが進み始めます。つまり、利用者によるﾘ喋稀の

逝択が行われ、このことがサービスの餓争を推し進め、クオリ

ティーの向上という循環を生み出します。

このような競争環境が実現しなければ、ライフログを利用し

たビジネスは活性化しませんし、利用者本位でMIi群満足庇の向

いサービスは創出されません。そのためにも、「ＩＤポータピリ

ティー」「データポータビリティー」の実現は軍要です。

利用者が主役にならなければ、ライフログに明るい未来はあり

ません。椎もが安心して、１１t界殿先端のICT坐盤ｋのサービス

を利用できるように、さまざまなプレーヤーや利害関係者のコン

センサスを作ることが必要です。

本書の冒頭で2009年はライフログ元年と言いましたが、本当

の元年とするためには、十分な雌伽が盤わないまま見切り発巾を

したり、必要以上に饗締したりするのではなく、関係稀が率直に

課題を開示し、前向きに解決策を縦論することが、今、求められ

ています。
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(､16）タニタ「からだカルテ」

htlp://www・karadakarule､jp／

(･'7)KDDI｢ａｕＳｍａｒ【Spor1s」

http://www､aukddi､com/Sports／

(.18）ジェイマジック「顔ちぇき！～誰に似てる？～」

http://wwwj・ImXic､ＣＯ.jp/j/kaocheki／

(､19)「AllofMe」

http://www･allofmc,com／

(･20)維済産業省｢珊空lllhIi報活川推進研究会（鋪２同)配布撹料」

http://www,meli・Xojp/policy/it-poIicy/GlS/080130／
３－lnttdocomoOl30・pdf

(･21)野村総合研究所｢ＩＴロードマツプ｣ニュースリリース

http://www,nri・ＣＯ.』l》/news/2006/O61110L2hlml

掲載したＵＲＬは2009年９月２８日現在のものですｅサイトの都合で変更さ
れることがあります。
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大阪府生まれ。現在、株式会社オプトグループ戦略室

災。新聞社とメーカーのハウスエージェンシーを経て、

携術コンテンツのベンチャー、サイバードの投立に参

画。その後、三奨商小、インデックス執行役貝を総て

現職。総務竹の各仙委Llやオブザーバーをはじめ、業

界団体の活動にも従耶し、ＭＶＮＯ協鞭会会長代行やモ

バイル・コンテンツ・フォーラム幹馴等を歴任。
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本国の内容についてのお問い合わせ先

株式会社インプレスＲ＆Ｄメール窓口

ｉｍ･Inlo@impress・ｃＱｊｐ

件名に「｢ライフログビジネス』問い合わせ係」と明肥してお

送りく臆さい．
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