巻頭特集

ISIDが本年4月に設置したオープンイノベーション研究所（通称：イノラボ）では、実験段階にあるものも含めた様々な先端技術の
実用化に向けて、企業や教育機関などと協働し、技術研究やサービス開発に取り組んでいます。
ここでは同研究所の活動テーマの一つである「未来の街づくり」を題材に、現在様々なサービス開発が進められている「ロケーショ
ンベース（位置情報連動）
・サービス」の動向と、ISIDが各分野のスペシャリストと共に進めている取り組みを、同研究所長の渡邊
信彦のナビゲーションでご紹介します。

2011年9月8日、Googleはミシュランと並んでレストラン評価で著
名なZagatを買収したと発表しました。Googleにとって過去最大規
模の買収だといいます。Googleの狙いはもちろんレストランの評価を
することではなく、Zagatの持つ100都市以上のレストランやショッ
プ、ホテルなどの情報をGoogleマップに統合していくことにあります。
Googleのソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）である
Google+が、写真の自動アップロードや、特定地点での自動チェック
イン等、
ライフログ（行動履歴）を収集する仕掛けを搭載しはじめて
いる状況から見ても、ロケーションベース・サービスを拡充し、
さらに
ユーザーの行動履歴と連動させたライフログベースのサービスへと
展開していくであろうことは想像に難くありません。

コラム 1

高精度屋内測位インフラ「Place Sticker ® 」プロジェクト
特別寄稿：立命館大学 情報理工学部教授

西尾 信彦

立命館大学、
ローム株式会社、ISIDは、
エネルギーハーベスティング

無線LAN機器は近年のスマートフォンの普及によって爆発的に利

方式※2による稼働が可能で、保守コストを最小化できる高精度な屋

用が広がりましたが、位置を特定したいエリアに都合よく電波が届

Ⓡ

プロジェクト
内測位技術の共同研究開発として
「Place Sticker 」

くという保証がありません。
さらに、基地局自体の正確な位置は基本

を進めています。本プロジェクトでは屋内測位インフラの要件として、

的に不明で、障害物による影響も大きく、その上、通信インフラとし

（1）GPSよりも良好な測位精度（3m以内）を持つ

て一つの基地局で半径100m程度のエリアをカバーするため、現状

（2）一般に普及している携帯端末で動作する

以上の測位精度の向上は困難です。
また、屋内測位インフラとして

（3）整備・運用コストが低い

整備する場合には電源配線工事などの設置コストがかかります。

の三つを成立させる方式の実現を目指しています。
「Place Sticker ® 」が採用しているのは無線LAN基地局測位方
式ですが、これまでの無線LAN基地局測位方式は、既設の基地
局が頻 繁に移 動しないという仮 定にもとづいて、基 地局から定
期的に発信されるビーコン信号を読みとり、可能であれば複数
のビーコン信号を受信して、その信号強度から距離を推測する
ことで10数m程度の測位精度を実現するというものでした。
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「Place Sticker®」本体

渡邊 信彦（わたなべ のぶひこ）

ISID 執行役員 オープンイノベーション研究所長

1991年入社。金融機関のインターネットバンキング、オンライントレーディングシステ
ムの構築に多数関わる。2006年より3Dインターネットへの取り組みとしてセカンドラ
イフを中心に技術的側面からの検証作業を開始。現在は位置情報測位技術を用いたナ
ビゲーションシステムやAR技術を用いた街向け・イベント向けアプリケーションの構築
に携わる。経営企画室長を経て2011年オープンイノベーション研究所長就任。
メタバース協会理事、香りマーケティング協会理事。

ロケーションベース・サービスとは
ロケーションベース・サービスは、ユーザーのいる位置と地図や周辺

こうした流れを受けて、GPSの利用が困難な建物内や地下において

の情報を融合して展開されるサービスの総称です。
いわゆるガラケー

も、屋外と同様のロケーションベース・サービスの需要が期待され

の時代からこうしたサービスは存在していましたが、インターネット

ています。GPS信号を屋内で発信する方式や、通信用の無線LAN

につながることを前提としたスマートフォンの登場以来、状況が一変

基地局から発信された電波を測位に流用する方式など、様々な測

しました。
スマートフォンの普及により、GPS 端末を常に持ち歩く状

位技術の研究が進められています。
この屋内測位技術は、ISIDでも

況が一般化され、ユーザーの位置を簡単に把握することができるよ

今後の新しい事業の柱として注目している分野であり、実用化に向け

うになったことから、屋外における位置情報を利用した様々なサービ

た研究開発に取り組んでいます。一例を挙げると、立命館大学西尾研

スが提供されています。実際に、スマートフォンを使ってソーシャルメ

究室およびローム株式会社と共同で、他の測位技術では不得意とさ

ディアなどにアクセスし、
ロケーションベースのサービスを利用して友

れている1メートル以内の測位及び電源の無い場所での駆動が可能

人に自分の居場所を伝えたりする個人ユーザーは急増しています。

な技術として
「Place Sticker®」
の開発を行っています。

※1

コラム 1

そこで、本プロジェクトでは低出力のビーコン送信に動作を限定

地下街の店舗の間口は5m程度なので、
どの店舗の前にいるかの

することで、あえて通信インフラとしてではなく屋内測位インフラ

判別はほぼ可能であり、また歩行時もほぼ同じ精度で測位可能

としてのみ機能させ、従来よりも狭い間隔での設置を可能としま

であることが分かりました。現在は、無線モジュールの省電力性

した。
これにより、従来は難しかった3メートル以内の測位を実現

能を実験時の54%まで向上させる手法や、1m以下の測位精度

しています。さらに、低出力のビーコン送信に限定したことにより

の実現、さらなる小型化を進めるとともに、位置情報サービスプ

低消費電力化も実現し、エネルギーハーベスティング方式での駆

ロバイダーとの連携など、実用化に向けた研究開発に取り組んで

動を可能にしています。電源敷設の手間を省き、半永久的に低コ

います。

ストで稼動させることができる屋内測位技術として、近年注目さ
れています。

国土交通省の「平成22年度移動支援サービス技術研究支援事
業」
として大阪・梅田周辺地下街で実施した実証評価実験では、
地下街天井の蛍光灯照明で発電・駆動させるために、ローム株式
会社が開発した色素増感型太陽電池（DSC）
を利用して10mおき
に
「Place Sticker ® 」を設置し、3mの測位精度を実現しました。

色素増感型太陽電池で稼働する
「Place Sticker® 」
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ユーザーに新たな体験価値を提供

すでに提供されているロケーションベース・サービスの例を見てみ

のいる位置情報を提供することで、状況に応じたサービスを受けら

ると、現時点で最も有名なのは、米国foursquare Labs社が運営

れるという点です。
これらのサービスは、ユーザーが自分の情報を公

するfoursquareでしょう。foursquareは、スマートフォンのGPS

開することへの抵抗感を超えた、新たな体験価値を提供している、

機能を使った位置情報SNSです。店や駅など、自分がいる場所でア

と捉えることができるかもしれません。

プリを起動しボタンを押す（=チェックインする）
と、自分の場所がネ
ット上に登録され、友人に公開されるというものです。チェックイン

ユーザーはこれらのサービスを活用すれば、従来よりもスピーディに、

した情報はTwitterやFacebook等のソーシャルメディアにも投稿

幅広く、かつ自分の状況に合った情報を手に入れることができます。

され、コミュニケーションがつながっていきます。非 常に単 純です

この新たな体験価値がもたらす可能性に気づき始めた人たちが、次

が、友人に対して行動を共有し共感を得るという、ソーシャル世代

なるサービス展開を図ろうとしている点は見逃せません。すでに様々

の典型的な志向に合ったツールと言えます。

な技術が実用化に向けて動き出しています。ISIDでも2010年から
宇宙航空研究開発機構（JAXA）
と共同で、屋内GPS測位技術を利

この他にも、
レストランに特化した情報共有サービスや、ある地域や

用した広告配信の実証実験を行っています。
これはショッピングカー

テーマパーク、博物館だけで利用できるアプリなど、位置情報を利

トの位置情報によって買い物客の位置を特定し、場所に応じた広告

用した様々なサービスが提供されています。共通しているのは、自分

やクーポンなどを配信するというものです。

コラム 2

コラム 2

屋内測位技術IMESを活用した広告配信プラットフォーム
ーJAXA宇宙オープンラボ採択案件（2010採択、2011継続選定）ー

ISIDは、宇宙航空技術による産業・経済の発展、社会貢献を目的

ルや地下街に多くの店舗が密集している都心などの環境において

とした「JAXAオープンラボ公募」
という枠組みを通じてJAXAと

精度の高い位置情報を取得でき、様々な活用が期待されています。

の共同研究を行っています。JAXAが考案した、GPSと高い親和
性を保ちながら屋内における測位を可能とする技術であるIMES

ISIDでは、IMESを利用した屋内位置測位サービスの実用化に向け

（Indoor MEssaging System:アイメス）を利用し、屋内外で

て、以下のようなアプリケーション開発と実証実験を行っています。

のシームレスな測位技術に連携した情報配信プラットフォーム
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の研究開発を行っています。

IMES 買い物支援

IMESの特徴は主に二つあり、一つ目はGPS受信機で直接、屋内

買い物アイテムを設定すると、取扱店舗・陳列場所・価格などを検

位置情報が入手可能なことです。IMESは基本的にGPSと同じメッ

索し、利用者の位置によってナビゲーションと広告提示をする買い

セージ受信技術を使っているため、現在普及しているGPS携帯電

物支援アプリケーションです。ユーザーがレシピやキーワードを入

話・GPS受信機を用いて屋内外の位置情報をシームレスに入手で

力すると買い物リストを作成し、買い物アイテムごとに販売店舗・場

きます。二つ目の特徴は、
３次元の位置情報および付加情報を受

所を検索し表示します。店舗内では、
ショッピングカートの位置情

信できる点です。既存の位置測位技術で計測されていた座標情報

報によってユーザーの位置を特定し、場所に応じて商品の陳列場

に加えて、
フロア階数や発信機ごとのID情報が受信できるので、
ビ

所やクーポンなどの詳細な情報を配信します。
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検索は「共有」
と
「対話」へ

ユーザーが知らない街を訪れた時に、ロケーションベース・サービス

そこに最近登場してきたのが、
「 位置情報＋Q&A」
といった情報提供

を利用して得られるのは、周辺のレストランや施設の情報だったり、そ

の形です。
「この周辺でおいしいシーフード料理店ない？できれば手ご

れらに対する他のユーザーの意見やおすすめのコメントだったりしま

ろな価格で、
ワインとデザートも充実してるといいのだけど」
といった質

す。
レストランに特化したサービスになると、
さらにメニューで周辺を

問形式で問い合わせ、他のユーザーからの回答を得るというものです。

検索し、
「この近くで評判の良いシーフードの店」
といった探し方がで

こうしたサービスは、地域の生の声を収集するのに大いに役に立ち、従

きます。しかしこうしたサービスの提供情報は、インタラクティブな

来型の検索ツールよりも優先されて利用される可能性があります。な
・・・・・・・・
ぜなら、
こうしたサービスを通じて、
ユーザーは単に過去に登録された
・・
情報を
「検索」
するのではなく、地域を良く知る
（＝信頼できる）情報提
・
供者と今を
「共有」
し、
「対話」
しながら情報を得られるからです。
こうし

コミュニケーションではなく、情報提供側はユーザーのおかれた個別
の事情までは考慮していません。

たサービスは今後、
ブログで商品を勧めて読者が買ってくれるとマー
ジンが入るアフィリエイトのように、情報提供側にもメリットを付与す
ることで情報の質や量を向上させていく仕組みや、
ユーザー自身の貢
献度をランキングしやすい仕組みへと発展することが予想されます。

IMES 防災

IMES ワンセグ

IMESは防災機能として緊急通報時の位置情報に連動した避難

IMESから得られる情報をもとに、ワンセグ放送を自動選局し受

誘導に活用することも可能です。平時にはユーザーに周辺エリア

信する研究を進めています。チャンネル設定無しでエリアワンセ

情報を配信し、非常時には配信情報を一斉に災害対策用に切り

グ ※3 放送の自動受信を可能とすることで、より多くのユーザーに

替えることで、施設・地域の活性化と、安心・安全な防災社会の両

周辺店舗の紹介映像やメニュー、割引クーポン、携帯サイトへの

立に貢献します。

リンク等の様々なサービスを提供できるようになります。

買い物支援アプリを装着したショッピングカート
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位置情報

ソーシャルグラフ

それでは、
ロケーションベース・サービスの次なる展開はどうでしょう

ど、多くのデータを考慮し、
さらにFacebookでの友達関係、友人との

か。先に挙げたfoursquareでは、
これまで溜めてきた膨大なチェック

会話、
「いいね」
とした話題などをもとに、その場に合ったリアルタイム

インのデータを活用して、
ユーザーのいる場所に応じた最適なレコメン

なレコメンデーションを行うことができます。今後は、Facebookの最

デーションを、
リアルタイムで行うサービスを提供しはじめています。

新情報の更新やTwitterのTL（Time Line）
にPL（Place Line）が追
加されるかもしれません。

しかし、スマートフォンにプッシュ型で情報が送れるからといって，広
告を無作為に送りつけてしまってはすぐにサービスを使ってもらえな

位置情報とソーシャルグラフの連携は、
サービスをさらに深化させる可

くなってしまいます。ユーザーが欲しい情報と広告を最適にマッチン

能性を秘めています。
「友人関係」
をもとにしたつながりだけではなく，

グするようなレコメンデーション・サービスが必要となりますが、最近
では、位置情報をベースとしたユーザーのライフログに、ユーザー同

「同じパーティに来ている」
「同じセミナーに参加中」
といった、
「場所」
を
もとにしたつながりが見えてくるからです。
しかしここで注意すべきは、

士のつながり
（ソーシャルグラフ）
を連携させることによって、
より一層

「近くに友人Aさんがいる」
といった情報が、
コミュニケーションを活性化

ユーザーにマッチしたレコメンデーションを行うことが可能となってき

させることもあれば、
逆にユーザーに不快感を与えることもあるというこ

ています。
ユーザーがチェックインした場所、
チェックインの頻度、友達

とです。
パーソナルな情報を開示することで得られる体験価値と、
個人情

が今いる場所、友達と一緒に過去に行った場所、
チェックインの時刻な

報保護の視点とをバランスよく考慮したサービスが必要となってきます。

クウジットのAR技術ソリューション

コラム 3

特別寄稿：クウジット株式会社 代表取締役社長

末吉 隆彦

クウジットは、
「 PlaceEngine」技術を開発したソニーコンピュー

そして、最近多くの引き合いをいただいているのが、もう一つのク

タサイエンス研究所のメンバーが中心となり2007年7月に設立

ウジットの強みであるAR技術ソリューションです。クウジットの

されました。
リアルとネットをつなぐ技術で、ユーザー体験価値の

共 同 創 業 者でもある暦 本 純 一 氏（ 東 京 大 学 大 学 院 情 報 学 環

向上を目指し、位置情報やAR技術を核にしたアプリケーションや

副 学環長、
ソニーコンピュータサイエンス研究所 副所長）は、AR

サービスを企画、開発、提供しています。

研究の世界的第一人者で、1990年代に世界初の画像処理ベー
スのモバイルAR「Navicam」を発表して以来、数々のAR関連技

「PlaceEngine」は無線LAN電波を利用してGPS電波の入り

術や実世界指向インターフェイス技術を研究発表してきました。

にくい屋内においても位置測位を可能とする測位技術で、スマー
トフォンで動作するアプリケーションと組み合わせて施設内のガ
イドサービスなどを提供しています。例えば、東京国立博物館の
位置連動型ガイド「とーはくナビ」や、クイーンズスクエア横浜で
開 催 さ れ た ショッピ ン グ 体 験 イベ ントな ど で は 、
『Place
Engine』によって推定されたユーザの位置に連動して、鑑賞体
験を深めるためのガイドやクーポン情報、スタンプラリーなどを
提供しました。
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「G n G」のイメージ

行動をより楽しく快適に

位置情報

センサーによって身のまわりの様々な状態を測定することが可能にな

最近よく聞く言葉で拡張現実（AR）
というものがあります。
これがロ

り、
そのデータがソーシャルにシェアされる、
この新しい情報流通が私

ケーションベース・サービスと一緒に使われることが多いのです。一般

たちの行動へどう影響し、
どういった価値をもたらしてくれるのでしょ

的なのはARマーカーを使うもので、スマートフォンのカメラを通して

うか？例えばWi-Fi機能の付いた体重計で体重の変化をシェアするこ

このマーカーを見ると立体の画像が浮き上がり、
マーカーを傾けると

とで、
どんなエクササイズをしたらいいのかをレコメンドしてくれるな

立体物も傾くというものです。
これと位置情報を組み合わせ、位置に

ど、人の行動自体を変えていくサービスが続々と登場しています。

AR

応じて表示するコンテンツを変えてスタンプラリーに用いるなど、
ゲーム性を持った表現に多く使われています。

これまでは「集めたデータをどうやってサービスに活用するか」
という
観点からサービスが設計されてきましたが、ユーザーのライフログや

このARのテクノロジーに時間と位置情報を掛け合わせると、面白い

ソーシャルグラフといった膨大な情報が蓄積されるプラットフォーム

サービスが可能になります。たとえばあるマーカーが記載されたクー

では、サービスはユーザーの行動をより快適にしていくために設計さ

ポン券があり、そのクーポン券はあるファーストフード店とレストラン

れなくてはなりません。
ソーシャルグラフやインタレストグラフ
（関心

の共同キャンペーンだったとしましょう。ユーザーが日中（＝時間）

関連図）を集めることから、新たな体験を創出し、外出が楽しくなる、

ファーストフード店に入り
（＝場所）、
クーポン券にスマートフォンをか

外食が楽しくなる、
ショッピングが楽しくなる・・・・
「私たちの行動をど

ざすとコーヒー無料券が現れ、
ランチ時間（=時間）に行くとスープ無

う楽しく変えていくのか」
という視点でサービスが設計されていく必

料券が出てくる。
また同じクーポン券がレストランで（=場所）
かざすと

要があるのです。

グラスワイン無料券になる、
といったことが可能となります。
ちなみに

現在クウジットでは、暦本氏の研究成果であるマーカー型AR技

浜における
「スマートショッピング」体験イベントなどで導入され、

術「 C y b e r C o d e 」をベースに、A Rマー ケティング サ ービス

幅広い業界から注目を集めています。

「GnG（GET and GO）」を提供しています。
「 GnG」は、
レクサス
店舗におけるARプロモーションや成田空港が実施するスタンプ

また2011年5月には、
ソニーのロボット技術を源流とするマーカー

ラリー、東急ハンズ梅田店におけるデジタルPOP、
「 唐招提寺ス

レスAR技術「SmartAR」の技術発表会や体験イベントの企画・

マートガイド」、シンガポールでのアート・観 光イベント、H . I . S

デモ開発・運営を手掛けました。今後は、
ソニーより
「SmartAR」

「AKB48 ARスタンプラリーキャンペーン」、
クイーンズスクエア横

技術のライセンス提供を受け、ARソリューションの可能性や表現
力をさらに向上させていく予定です。

クウジットの考えるARや位置情報ソリューションの本質は、人の
五感や能力を拡張することにあります。現実世界の「場」や「空間」
の魅力を引き出し、ユーザーの体験価値を増幅させることで、クウ
ジットのテクノロジーやサービスは存在価値を持つのです。今後も、
社名に想いを込めたように、
「空」
と
「実」、
リアルとネットをつなぐ技
「スマートショッピング」体験イベントのイメージ

術で、
ユーザー体験価値を追求し、社会に貢献していきます。
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そして、
街とのコミュニケーションが始まる
ARというと３D画像を連想しがちですが、ARとは本来、現実に見え

ここまでの話を整理してみましょう。

る事象に情報や映像、音声などを追加して現実を拡張することで、す
べてが３D画像で表現される必要はありません。

１）
スマートフォンの普及によってユーザーの位置情報をリアルタイム
に把握し、
またユーザー同士が共有することが可能となった。

最新のAR技術は、わざわざマーカーを設置しなくても、ポスターや店

２）
リアルタイムの行動履歴（今、
どこにいるか）
を把握することで、場所

のドアなどの物体そのものをマーカーとして認識できるマーカーレス

と時間を特定したサービスを展開することが可能になってきた。

ARに移行しつつあります。
この技術を使えば、町じゅうの看板やポス

３）
ソーシャルメディアとの連携により、行動履歴がリアルタイムな行

ターを拡張させ、
より豊かな体験を演出することができます。
これは、

動を基準として得られるようになったことに加えて、
ソーシャルグ

これから述べる街プラットフォームに大きく貢献する技術であり、

ラフやインタレストグラフから見える個人の属性をもとに、
より身

ISIDでは、先般資本・業務提携をしたクウジット社が提供する位置連

近で最適なレコメンデーションが可能となってきた。

動型ARプラットフォームやマーカーレスARなどの技術を取り入れた
サービス開発を進めています。

コラム 3

４）見せる技術としてARとの相性がよい。
マーカーレスARが主流に
なるとより手軽に深い情報にアクセスできるようになる。表示装置
も裸眼で見える仕組みへと変わっていくと考えられる。

またARの表示装置も、スマートフォンやデジタルサイネージではな
く、網膜に直接投影する方式や裸眼で見えるホログラフィ方式など、

これらの仕組みを街のプラットフォームとして採用することによって、

より自然な体験ができる方向に変化していくと考えられます。

街と来訪者がコミュニケーションを始める、そんな未来の街がすぐそ

おわりに

街に訪れる人にとっての心 地よい体 験とは何か、ユーザーにどの

アを形にする場として活用していきます。INTERFACE読者の皆さ

ような体 験 価 値を提 供するのかは、テクノロジ ーだけで解 決でき

まにも、ぜひご来場いただければと思います。

るテーマではありません。そこにはアイディアや企画力といった人
間 的な要 素が不 可 欠となってきます。先 端 技 術にアイディアや企

街のブランディング、魅力あるコンテンツ、個々のユーザーに心地よ

画力を掛け合わせ、新しい体 験 価 値をもたらすサービスとして実

さをもたらす仕掛け、そして先端技術を駆使したITソリューション。

現していくために、ISIDは電通グル―プ各社をはじめ、業種を問わず
企業や教育機関など、各分野のスペシャリストとのコラボレーション
を加速させています。

さらに2011年10月には、先端技術の実用化のための実証実験場
「イノラボ・コネクティングスタジオ」をオープンしました。位置測位
やセンシング、AR技術など、未来の街づくりに欠かせない様々な先
端技術を実装し、さらにそれらの技術を体感できるアプリケーショ
ン「まちナビβ」のデモ環境を用意。ISID本社最上階を「未来の街」
に見立て、訪れるゲストの方々に体験していただきながら、アイディ
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こにやってきています。少し大袈裟に聞こえるかもしれませんが、
これ
からの街づくりは、来訪者と街が適度な距離を保ちながら対話を
する、そんな方向へ進化していくと考えられます。

「街が私を知っていてくれる」

それが決して行き過ぎた不快なものではなく、心地よいサービスと
して提供されることにより、

「心地良いからまた来る」
「また来るからさらに心地良くなる」

というように、
サービスが温かく循環し進化していきます。初めて訪れ
た街がまるで故郷のように自分を知っていてくれる、それがこれから
の街が目指す来訪者との関係であり、それを支えるテクノロジーが
ロケーションベース・サービスなのです。

それらを組み合わせることで、未 来の街は、そう遠くない未 来に、
現実の街としてそこに現れるはずです。
次頁のイラストでは、そんな未来の街の日常を少しだけご紹介して
います。
しばし、お楽しみいただければ幸いです。
では近いうちに、未来の街角でお会いしましょう。

※１ GPS：Global Positioning Systemの略。人工衛星を利用して自分が地球上のどこに
いるのかを正確に割り出すシステム。
※2 エネルギーハーベスティング方式：周囲の環境から室内光発電や振動発電などにより、
その場でエネルギーを収穫(harvest)して駆動させる方式。
※3 エリアワンセグ：携帯端末向けの地上デジタル放送のしくみである
「ワンセグ」技術を
使って，テレビ局の放送とは別に，狭いエリアに限定して独自の映像やデータを配信
するサービス。
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少しだけ先の、未来の街で起こること

SCENE 1
散歩していたら、最近よくFacebookで会話しているB子がこの街に
来ていることをアプリが教えてくれた。
どうやらB子も時間はあるみたい。
でもどこで会おうかな。
おっと、
よく行くカフェの店長から、
「 禁煙席が2席空きました。確保し
ますか？」のオファーが。なんとデザートは無料だって。あれ、
さっそく
B子もカフェに向かって歩き始めたみたい。

CAFE

MUSEUM

SCENE 3
街のシンボルであるソーシャル広場に、放課後の学生たちがざわざわ
と集まり始めている。おもむろにスマホをとり出してチェックインする
と、広場にローカルグラフが展開される。今日街にくるかも、
と話して
いた友人たちがどこにいるのかを広場に映し出されたプロジェクショ
ンが教えてくれる。
なになに？美術の授業で宿題になっていた、現代建築についての展示
が開催されているらしい。クラスのメンバーが集まっている理由がわ
かったぞ。
まずは美術館にいってみよう。
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SCENE 2
学生時代の友人Aが近くに住んでいることをつい最近Facebookで知
り、20年ぶりに再会することに。会う前に共通の話題や好きな料理の
ジャンルなど知っておきたい。街アプリを立ち上げると、友人がハマっ
たとつぶやいていたあの映画が、ちょうど近くの映画館で上映中だ。
ちょうどいい、見ておこう。
街アプリによると、Aはチリワインが好きらしい。
（ 昔はそんなタイプ
じゃなかったのに。）映画の帰りに、
おすすめのチリワインを街コンシェ
ルジュに相談してみよう。

CINEMA

WINE SHOP

SHOPPING MALL

SCENE 4
ここはショッピングモール。
スマホのアプリを立ち上げると、現在地と
周辺地図が表示されてナビが始まった。最近Twitterでつぶやいたこ
とや、友人とのやりとりから、
いま私の関心のあることに関連したおす
すめのお店を提案してくる。それも、あれこれ見ながら迷っていたり、
ホッとひと休みしている時を見計らったように。グッドタイミングで、
好みのお店の情報が手に入れられるのは、何だかいい気分。
割引に敏感な主人は、
これまでためたポイントでクーポンをゲットし
てゴルフ用品を物色中。その間にいつものコスメショップに立ち寄る
と、エステサービスのオファーがやってきた。
よく分かってるじゃない。
私は主人と違って、安くなることよりも豊かな時間を楽しむためにここ
に来てるってことを。
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