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43   特許出願 画像検索システム、画像検索プログラムおよ

びサーバ装置 

特願2009-153452 2009年6月29日 KDDI株式会社 

 
（２）論文件数（平成21年12月28日時点） 

論文件数：77件（投稿中5件、投稿予定4件含む）  

 

表３－３ 論文一覧 
No 開発実証企業/

共通技術開発

団体 

ステー

タス 

論文誌/学会誌/予稿集名など 著者名 タイトル 

1 （株）エヌ・テ

ィ・ティ・ドコ

モ 

掲載済

み 

情報処理学会第70回全国大会、5B-6 

(2008) 

河又 恒久(日本電気（株）)、村上 千央(日本電気（株）)、

永井 洋一(日本電気（株）)、今野 清孝(日本電気（株）)、

松川 淑子(日本電気会社)、木内 直人(日本電気（株）)、

山田 洋志(日本電気（株）)、亀井 真一郎(日本電気（株）)、

山本 真人(（株）NTTドコモ)、小林 功(（株）NTTドコモ) 

行動情報を利用した携帯端末への

情報配信システムアーキテクチャ 

2   掲載済

み 

情報処理学会第70回全国大会、5B-5 

(2008) 

木内 直人(日本電気（株）)、山田 洋志(日本電気（株）)、

亀井 真一郎(日本電気（株）)、山本 真人(（株）NTTドコ

モ)、小林 功(（株）NTTドコモ) 

行動履歴を利用したコンテンツ推

薦方式の提案 

3   掲載済

み 

情報処理学会第70回全国大会、5B-7 

(2008) 

永井洋一(日本電気（株）)、木内直人(日本電気（株）)、

山田洋志(日本電気（株）)、亀井真一郎(日本電気（株）)、

山本 真人(（株）NTTドコモ)、小林 功(（株）NTTドコモ) 

携帯端末へのPush 配信サービスに

おける配信スケジュール方式 

4   掲載済

み 

情報処理学会第70回全国大会、5B-1 

(2008) 

松川淑子(日本電気（株）)、小林正博(（株）日本システ

ムアプリケーション)、 永井洋一(日本電気（株）)、木内

直人(日本電気（株）)、今野清孝(日本電気（株）)、山田

洋志(日本電気（株）)、亀井真一郎(日本電気（株）) 

大規模テキストから位置情報およ

び特徴語を抽出するルールの検討 

5   掲載済

み 

情報処理学会第71回全国大会、2C-3 

(2009) 

菅野亨太(日本電気（株）)、村上千央(日本電気（株）)、

松川淑子(日本電気（株）)、山田洋志(日本電気（株）)、

西村健士(日本電気（株）)、河又恒久(日本電気（株）)、

石塚清司(（株）NTTドコモ)、小林功(（株）NTTドコモ) 

利用者状況に適した方式で情報を

推薦する「マルチモード推薦システ

ム」の実現 

6   掲載済

み 

情報処理学会第71回全国大会、2C-4 

(2009) 

白木孝(日本電気（株）)、菅野亨太(日本電気（株）)、西

村健士(日本電気（株）)、河又恒久(日本電気（株）)、 

マルチモード推薦方式における 推

論効果評価方式の提案 

7   掲載済

み 

情報処理学会第71回全国大会、5E-2 

(2009) 

宮川 伸也(日本電気（株）)、西村 祥治(日本電気（株）)、

森 拓也(日本電気（株）)、佐治 信之(日本電気（株）) 

利用者が主導となりプライバシ情

報の開示制御が行えるプライバシ

情報セキュア流通基盤の実現 

8   掲載済

み 

情報処理学会第71回全国大会、5E-3 

(2009) 

西村 祥治(日本電気（株）)、宮川 伸也(日本電気（株）)、

森 拓也(日本電気（株）)、佐治 信之(日本電気（株）) 

プライバシ情報セキュア流通基盤

におけるプライバシ情報開示制御

の実現 

9   掲載済

み 

情報処理学会第71回全国大会、6E-2 

(2009) 

森 拓也(日本電気（株）)、大野 岳夫(日本電気（株）)、

宮川 伸也(日本電気（株）)、西村 祥治(日本電気（株）)、

佐治 信之(日本電気（株）)、石塚 清司(（株）NTTドコ

モ)、小林 功(（株）NTTドコモ) 

行動情報収集型サービスにおける

行動情報抽象化手法とプライバシ

性の変化についての報告 

10   掲載済

み 

情報処理学会第71回全国大会、2C-2 

(2009) 

大野 岳夫（日本電気（株））、小倉 章嗣（日本電気（株））、

森 拓也（日本電気（株））、村上 隆浩（日本電気（株））、

佐治 信之（日本電気（株））、石塚 清司(（株）NTTドコ

モ)、小林 功(（株）NTTドコモ) 

ユーザの未来の行動の「検知」と、

それに対する「情報通知」の実現 

11   掲載済

み 

電子情報通信学会 人工知能と知識処

理研究会 (AI) 

佐藤 一夫(（株）NTTドコモ)、山本 真人(（株）NTTドコモ)、

小林 功(（株）NTTドコモ)、佐治 信之(日本電気（株）)、

田中 克明(東京大学) 

行動履歴に基づく情報推薦基盤と

推論エンジンの開発 

12   掲載済

み 

第22回人工知能学会全国大会予稿集、

1A2-10、2008 

田中克明（東京大学）、堀浩一（東京大学）、山本真人（（株）

NTTドコモ） 

表現の他者文脈への伸延による流

通促進の試み 

13   掲載済

み 

人工知能学会論文誌、Vol.23、No.6、

pp.412-423、2008 

田中克明（東京大学）、堀浩一（東京大学）、山本真人（（株）

NTTドコモ） 

個人行動履歴に基づく情報推薦シ

ステムの開発 

14   掲載済

み 

Proc. of third International 

Conference on Knowledge, 

Information and Creativity Support 

Systems、pp.148-155、2008 

Katsuaki Tanaka (The University of Tokyo)、Mina Akaishi 

(The University of Tokyo)、Koichi Hori (The University 

of Tokyo) 

Reorganizing Topic Transitions in 

Design Process Records 

15   掲載済

み 

第六回知識創造支援システムシンポジ

ウム報告書、pp.90-98、2008 

田中克明（東京大学）、堀浩一（東京大学） 蓄積情報からの変化の抽出と再構

成―小型衛星設計と個人行動履歴

を例に― 

16   掲載済

み 

Proc. of International Conference on 

Information & Communication Systems 

2009 

Katsuaki Tanaka (The University of Tokyo)、Koichi Hori 

(The University of Tokyo)、Masato Yamamoto (NTT DOCOMO 

Inc.) 

A Recommender System Based on 

Context Extending of Content 

andPersonal History 

17   投稿予

定 

情報処理学会 第72回全国大会 講演論

文集 

宮川 伸也(日本電気（株）)、森 拓也(日本電気（株）)、

佐治 信之(日本電気（株）)、小林 功(（株）NTTドコモ)、

栗山 桂一(（株）NTTドコモ) 

位置情報における匿名性・多様性保

証とその活用 
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18   投稿予

定 

情報処理学会 第72回全国大会 講演論

文集 

村上 千央(日本電気（株）)、白木 孝(日本電気（株）)、

桐越 孝之(日本電気（株）)、菅野 亨太(日本電気（株）)、

河又 恒久(日本電気（株）)、西村 健士(日本電気（株）)、

小林 功(（株）NTTドコモ)、臼井 隆行(（株）NTTドコ

モ) 

「マルチモードレコメンド基盤」に

おけるコンテキストアウェア推薦

方式の有効性評価 

19   投稿予

定 

情報処理学会 第72回全国大会 講演論

文集 

桐越 孝之(日本電気（株）)、村上 千央(日本電気（株）)、

白木 孝(日本電気（株）)、小倉 章嗣(日本電気（株）)、

菅野 亨太(日本電気（株）)、西村 健士(日本電気（株）)、

河又 恒久(日本電気（株）)、小林 功(（株）ＮＴＴドコ

モ)、石塚 清司(（株）ＮＴＴドコモ) 

「マルチモードレコメンド基盤」の

コンテキストアウェア拡張方式  

20 沖電気工業

（株） 

掲載済

み 

電子情報通信学会技術研究報告. NLC, 

言語理解とコミュニケーション,  

108(141),  pp.97-102 

情報処理学会自然言語処理研究会研究

報告,  2008(67), pp.97-102, 2008 

北村 美穂子, 下畑 さより, 介弘 達哉, 池野 篤司, 坂本 

仁, 折原 幾夫, 村田 稔樹 

 

 

ラダリング型検索サービスのため

の対話エンジンの設計・開発 

21   掲載済

み 

電子情報通信学会技術研究報告. NLC, 

言語理解とコミュニケーション,  

108(141),  pp.103-108情報処理学会

自然言語処理研究会研究報告,  

2008(67), pp.103-108, 2008 

下畑 さより, 北村 美穂子, 介弘 達哉, 池野 篤司, 坂本 

仁, 折原 幾夫, 村田 稔樹 

ラダリング型検索サービスのため

のドメイン知識構築、及び、実証実

験 

22   掲載済

み 

電子情報通信学会技術研究報告. 

SWIM, ソフトウェアインタプライズモ

デリング ,108(185), pp.21-22, 2008 

村田稔樹 

 

対話でユーザの希望を引き出して

検索する「ラダリング型検索サービ

ス」 

23   掲載済

み 

Proc. of International Symposium of 

Universal Communication, 

pp.382-389, 2008 

Mihoko Kitamura, Sayori Shimohata, Tatsuya Sukehiro, 

Atsushi Ikeno, Masashi Sakamoto, Ikuo Orihara, and 

Toshiki Murata 

Laddering Search Service System: 

LadaSearch 

24   掲載済

み 

沖テクニカルレビュー, No.214, 

Vol.1, pp.56-59, 2009 

下畑さより, 北村 美穂子, 介弘 達哉, 池野 篤司, 折原 幾

夫, 村田 稔樹 

ラダリング型検索サービス「ラダサ

ーチ（R)」 

25 （株）キューデ

ンインフォコ

ム 

掲載済

み 

医療情報学 28(別冊): 144-147, 2008 中島直樹、小林邦久、井口登與志、西田大介、鶴田紘子、

田中直美、高柳涼一、名和田新 

保健指導の実際- 実証実験結果およ

び制度施行初年度の施行状況 –  

26   掲載済

み 

医療情報学 28(別冊): 90-92, 2008 中島直樹、井上創造、須藤修、鶴田紘子、西田大介 センサーネットワークを用いた糖

尿病ディジーズマネジメント-運動

指導の効率性と安全性の確保へ－ 

27   掲載済

み 

医療情報学 28(別冊): 105-108, 2008 中島直樹、小林邦久、井口登與志、西田大介、鶴田紘子、

田中直美、高柳涼一、名和田新 

糖尿病地域連携パス-ディジーズマ

ネジメントによる展開- 

28   掲載済

み 

11th China-Japan-Korea Medical 

Informatics Conference 25-28, 2008 

Nakashima N, Misumi M, Kobayashi K, Inoguchi T, Tsuruta 

H, Nishida D, Tanaka N, Takayanagi R, Nawata H 

Disease Prevention/Management 

Model and Nationwide Standardized 

Health Check-up Program in Japan  

29   掲載済

み 

NET. Health Asia 2008 119-122, 2008 Nakashima N Nationwide Standardized Health 

Check-up/Counseling Program in 

Japan 

30   掲載済

み 

Towards Sustainable Society on 

Ubiquitous Networks pp1-14, 2008 

Sudoh O, Inoue S, Nakashima N eService Innovation and Sensor 

Based Healthcare 

31   掲載済

み 

治療 90: 3029-3034, 2008 中島直樹 ディジーズ・マネジメントによる糖

尿病地域連携 

32   掲載済

み 

新医療 2月号 44-47, 2009 中島直樹 ディジーズマネジメント視点での

糖尿病地域連携への可能性と具体

的効果 

33   掲載済

み 

治療 90: 1048-1055, 2008 小林邦久、中島直樹、井口登與志、高柳涼一、名和田新 日本型Disease Managementカルナプ

ロジェクトによる糖尿病地域医療

連携 

34   掲載済

み 

IT Medical 2:61-63, 2009 中島直樹 糖尿病1～3次予防システム「カル

ナ」について 

35   掲載済

み 

12nd China-Japan-Korea Medical 

Informatics Conference   22-25, 2009 

N Nakashima, S Inoue, H Tsuruta, O Sudo, K Kobayashi, 

T Inoguchi 

“INFO-MEDICINE CONCEPT”, 

INFORMATION CAN BE A MEDICINE IF 

IT IS PROVIDED IN A TIMELY AND 

APPROPRIATE MANNER 

36   掲載済

み 

マルチメディア，分散，協調とモバイ

ル（DICOMO2009）シンポジウム, 

pp.1370 - 1379, Jul. 2009. 

井上 創造, 竹森 正起, 鶴田 紘子, 中島 直樹, 須藤 修 

 

特定健診効率化のための加速度セ

ンサによる行動判別 

37   掲載済

み 

マルチメディア，分散，協調とモバイ

ル（DICOMO2009）シンポジウム, 

pp.1362 - 1369, Jul. 2009. 

末永 俊一郎, 根本 恒, 井上 創造, 千田 廉, 中島 直樹 

 

ライフログ無線ネットワークにお

けるデータ取得実験 

38   掲載済

み 

理学療法学 36（1):18-23, 2009 香川真二、千田廉、木村愛子、前田真依子、眞渕敏、道免

和久 

リサージュ図形を用いた歩行加速

度データの可視化評価の開発と臨

床的有用性 
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39   投稿中 肥満と糖尿病 2009 中島直樹 Ｑ＆Ａディジーズマネジメントを

用いた糖尿病地域連携について教

えてください 

40   投稿中 Medinfo2010 N Nakashima, S Inoue, H Tsuruta, O Sudo, K Kobayashi, 

T Inoguchi 

Information as Medicine, a 

Service of Disease Management 

with Wearing Sensor Network for 

Lifestyle Related Diseases 

41 （株）日本航空

インターナシ

ョナル 

掲載済

み 

IPSJ SIG Technical Reports 

(2008-NL-185(2), 2008-SLP-71(2)), 

Vol.2008, No.46k ISSN 0919-6072, pp. 

7-14, May 22-23, 2008, Yokohama, 

Japan 

Yuxin WANG, Nobuyuki SHIMIZU, Minoru YOSHIDA, and 

Hiroshi NAKAGAWA (The University of Tokyo) 

 

Automatic Synonym Acquisition 

through Word Similarity Network 

42   掲載済

み 

情報処理学会 研究報告, Vol.2008 

No.46, 2008年5月, 研究報告「自然言

語処理（NL）」 No.2008-NL-185, 7-14

ページ 

王玉馨／清水伸幸／吉田稔／中川裕志 (東京大学 情報基

盤センター) 

 

『単語類似度ネットワークを通じ

た自動同義語獲得』 

43   掲載済

み 

The Fourteenth Annual Meeting of The 

Association for Natural Language 

Processing, B4-4, Mar. 17-21, 2008, 

Tokyo, Japan 

Yuxin WANG, Nobuyuki SHIMIZU, Minoru YOSHIDA, and 

Hiroshi NAKAGAWA (The University of Tokyo) 

Contextual Information Based 

Technical Synonym Extraction 

44 （株）エス・ピ

ー・シー 

掲載済

み 

In Proc. of the Symposium on 

Interactive Visual Information 

Collections and Activity 

(IVICA2009)、 pp. 7-12、 2009.06. 

Tomohiro ODA (SRA-KTL : SRA Key Technology Laboratory, 

Inc.)、 Kenro AIHARA (NII : National Insutitute of 

Informatics)、 Hitoshi KOSHIBA (NII : National 

Insutitute of Informatics). 

Persuasive Navigation Mechanisms 

for Consumer Generated Media.  

45   掲載済

み 

第8回情報技術フォーラム(FIT2009) 

講演論文集、 第4分冊、 pp. 267– 272、 

2009.09. 

相原健郎（国立情報学研究所）、 中尾敏康（日本電気（株））、 

小方 靖（（株）東急エージェンシー）、 宮本有紀彦（（株）

東急電鉄）、 小柴 等（国立情報学研究所）、 小西勇介

（日本電気（株））、 千葉雄樹（日本電気（株））、 武

田英明（国立情報学研究所）、 佐々 木憲二（（株）東急

エージェンシー）、 金山明煥（（株）東急電鉄） 

「地域活性化を支えるITサービス 

ぷらっとPlat@自由が丘」における

技術開発 － コンセプトと全体像 

－ 

46   掲載済

み 

第8回情報技術フォーラム(FIT2009) 

講演論文集、 第4分冊、 pp. 285– 290、 

2009.09. 

小田朋宏（（株）SRA先端技術研究所）、 松原伸人（（株）

SRA先端技術研究所）、 星孝哲（（株）SRA）、相原健郎

（国立情報学研究所）、 小柴等（国立情報学研究所）、 森

純一郎（東京大学）、 武田英明（国立情報学研究所）． 

「ぷらっとPlat@自由が丘」におけ

るCGMサービス － 盛り上がりマッ

プとライフログ連携ブログの実装 

－ 

47   掲載済

み 

第8回情報技術フォーラム(FIT2009) 

講演論文集、 第4分冊、 pp. 291– 294、 

2009.09. 

森純一郎（東京大学）、 相原健郎（国立情報学研究所）、 

小柴等（国立情報学研究所）、 武田英明（国立情報学研

究所）、 小田朋宏（（株）SRA先端技術研究所）、 松原伸

人（（株）SRA先端技術研究所）、 星孝哲（（株）SRA）． 

心的コンテキスト推定 － 「ぷらっ

とPlat@自由が丘」におけるユーザ

特性の推定 － 

48   掲載済

み 

第8回情報技術フォーラム(FIT2009) 

講演論文集、 第4分冊、 pp. 31– 42、 

2009.09. 

小柴等（国立情報学研究所）、 相原健郎（国立情報学研

究所）、 森純一郎（東京大学）、 武田英明（国立情報学

研究所）、 小田朋宏（（株）SRA先端技術研究所）、 星孝

哲（（株）SRA）、 松原伸人（（株）SRA先端技術研究所）． 

説得性に基づく情報推薦手法の提

案 － 「ぷらっとPlat@自由が丘」

における統合された行動ログの活

用 － 

49   掲載済

み 

第8回情報技術フォーラム(FIT2009) 

講演論文集、 第4分冊、 pp. 273– 276、 

2009.09. 

中尾敏康（日本電気（株））、小西勇介（日本電気（株））、

千葉雄樹（日本電気（株）） 

ぷらっとPlat@自由が丘におけるタ

ウンログ収集(1) タウンログ収集の

全体像と盛り上がりマップへの活

用 

50   掲載済

み 

第8回情報技術フォーラム(FIT2009) 

講演論文集、 第4分冊、 pp. 277– 280、 

2009.09. 

小西勇介（日本電気（株））、中尾敏康（日本電気（株）） ぷらっとPlat@自由が丘におけるタ

ウンログ収集(2) 携帯電話内蔵無線

LANを用いたエリア検知 

51   掲載済

み 

第8回情報技術フォーラム(FIT2009) 

講演論文集、 第4分冊、 pp. 281– 284、 

2009.09. 

千葉雄樹（日本電気（株））、小西勇介（日本電気（株））、

中尾敏康（日本電気（株）） 

ぷらっとPlat@自由が丘におけるタ

ウンログ収集(3) 携帯電話内蔵加速

度センサを用いた関心推定 

52   投稿中 情報処理学会論文誌 （FIT2009推薦論

文） 

小柴等（国立情報学研究所）、 相原健郎（国立情報学研

究所）、 小田朋宏（（株）SRA先端技術研究所）、 星孝哲

（（株）SRA）、 松原伸人（（株）SRA先端技術研究所）、 

森純一郎（東京大学）、 武田英明（国立情報学研究所）． 

説得性に基づく情報推薦手法の提

案 

53   投稿予

定 

NEC技報、Vol.62 No.4、未定、2009.12 中尾敏康（日本電気（株））、小西勇介（日本電気（株））、

千葉雄樹（日本電気（株）） 

地域活性化を支えるITサービス「ぷ

らっとPlat@自由が丘」の開発と実

証実験 

54 （株）ジー・サ

ーチ 

投稿中 2010 IEEE International Conference 

on Robotics and Automation 

(ICRA2010)、2010 

A. Castro-González (ATR), Masahiro Shiomi (ATR), 

Takayuki Kanda (ATR), M. A. Salichs (ATR), Hiroshi 

Ishiguro (ATR), Norihiro Hagita (ATR) 

Position Prediction in Crossing 

Behaviors 

55 東京急行電鉄

（株） 

掲載済

み 

情報処理学会研究報告、Vol. 2009、No. 

17(UBI-21)、pp.61-66、2009 

小西勇介（日本電気（株））、中尾敏康（日本電気（株）） 参照用無線機を用いたエリア検知

方式  

56   掲載済

み 

In Proc. of the International 

Conference on User Modeling, 

Adaptation, and Personalization 

(UMAP 2009)、 Vol.5535 of Lecture 

Junichiro Mori (NII : National Insutitute of 

Informatics)、 Yutaka Matsuo(The University of Tokyo)、 

Hitoshi KOSHIBA (NII : National Insutitute of 

Informatics)、 Kenro Aihara (NII : National Insutitute 

Predicting Customer Models Using 

Behavior-based Features in Shops. 
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Notes in Computer Science、 pp. 

126-137、 Springer、 2009.06. 

 

of Informatics)、 and Hideaki Takeda (NII : National 

Insutitute of Informatics).  

57   掲載済

み 

第8回情報技術フォーラム(FIT2009) 

講演論文集、 第2分冊、 pp. 413– 420、

2009.09. 

森純一郎（東京大学）． 

 

Predicting Customer Models Using 

Behavior-based Features in Shops 

58   掲載済

み 

情報処理学会論文誌、 Vol. 51 No. 01、 

pp 1-19、 2010.01. 

小柴等（国立情報学研究所）、 相原健郎（国立情報学研

究所）、 森純一郎（東京大学）， 武田英明（国立情報学

研究所）、 小田朋宏（（株）SRA先端技術研究所）、 星孝

哲（（株）SRA）、 松原伸人（（株）SRA先端技術研究所）. 

記憶の想起と記録のためのライフ

ログ・ブログ連携型支援手法の提案 

59 （財）国際医学

情報センター 

掲載済

み 

あいみっく 28(3) 21-22, 2007   経済産業省情報大航海プロジェク

ト「すこやかライフサポートサービ

ス」モデルサービス実施計画 

60   掲載済

み 

あいみっく 29(1) 21-24. 2008 大淵直子（(財)国際医学情報センター） すこやかライフサポートサービス

についてー経済産業省情報大航海

プロジェクトとサービスの概要 

61 （株）データク

ラフト 

掲載済

み 

The 13th IEEE International 

Symposium on Consumer Electronics 

(2009) 

Miki Haseyama, School of Information Science and 

Technology Hokkaido University 

Toshifumi Murata, Softfront 

Hisashi Ukawa Datacraft Co., Ltd. 

A new image retrieval interface 

and its practical use in “View 

Search Hokkaido” 

62 （株)ブログウ

ォッチャー 

掲載済

み 

第70回情報処理学会全国大会論文

集,pp.5-71~5-72,2008 

奥 健太(奈良先端科学技術大学院大学),  中島 伸介(奈良

先端科学技術大学院大学),  宮崎 純(奈良先端科学技術大

学院大学),  植村 俊亮(奈良産業大学),  加藤 博一(奈良

先端科学技術大学院大学) 

情報爆発時代に向けたコンテキス

トアウェア情報推薦方式のための

特徴パラメータ最適化手法 

63   掲載済

み 

電子情報通信学会 第19回データ工学

ワークショップ（DEWS2008）論文

集,B7-6,2008 

奥 健太(奈良先端科学技術大学院大学),  中島 伸介(奈良

先端科学技術大学院大学),  宮崎 純(奈良先端科学技術大

学院大学),  植村 俊亮(奈良産業大学),  加藤 博一(奈良

先端科学技術大学院大学) 

ユーザが重要視するパラメタの推

定によるコンテキスト依存型ラン

キング方式 

64   掲載済

み 

The Second International Conference 

on Ubiquitous Information 

Management and Communication 

(ICUIMC2008),pp.289-295,2008 

Kenta Oku(Nara Institute of Science and Technology), 

Shinsuke Nakajima(Nara Institute of Science and 

Technology), Jun Miyazaki(Nara Institute of Science 

and Technology), Shunsuke Uemura(Nara Sangyo 

University), Hirokazu Kato(Nara Institute of Science 

and Technology) 

A Ranking Method based on Users' 

Contexts for Information 

Recommendation 

65   掲載済

み 

電子情報通信学会 ヒューマンコミュ

ニケーショングループ 第10回WI2研究

会(IEICE SIG-WI2)論文集 

WI2-2007-39-65，pp.27-28，2007 

太田将行(セントラル・コンピュータ・サービス(株))，松

澤徹(セントラル・コンピュータ・サービス(株))，中川聖

(セントラル・コンピュータ・サービス(株))，羽野仁彦

((株)ブログウォッチャー) 

行動履歴を一元的に蓄積するプロ

ファイルパスポートプラットフォ

ームの構築  

66 （財）日本情報

処理開発協会 

掲載済

み 

CSS2009予稿集，E7-3，2009 高橋克巳，廣田啓一，千田浩司，五十嵐大（日本電信電話

（株） NTT情報流通プラットフォーム研究所） 

プライバシー保護データ活用技術

の現状と課題 

67   掲載済

み 

人工知能学会誌, vol. 24, No. 2, pp. 

283-294 

佐久間淳 (東京工業大学), 小林重信 (東京工業大学) プライバシ保護データマイニング 

68   掲載済

み 

CSS2009予稿集，E7-2，2009 山口(繁富) 利恵, 副田俊介（独立行政法人産業技術総合研

究所） 

移動履歴を保持する際のk-匿名性

の考え方 

69 （株）三菱総合

研究所 

掲載済

み 

The 13th IEEE International 

Symposium on Consumer Electronics 

May 25-28, 2009, Mielparque-Kyoto, 

Kyoto, Japan 

Aya Koike, Yasuyuki Shirai, Yu Koseki, Yasuyuki 

Nanamori（以上、三菱総合研究所）, Kiyoshi Nakagaway and 

Yoshihiko Hano（以上、ブログウォッチャー） 

Constructing Web Sites Evaluation 

Rules Based on Page-Staying Time 

70   掲載済

み 

人工知能学会全国大会（2009年6月, 高

松） 

小池亜弥, 白井康之, 小関悠（以上、三菱総合研究所）, 羽

野仁彦, 中川聖（以上、ブログウォッチャー） 

視聴滞在時間に基づくWeb ページ評

価手法の検討 

71   掲載済

み 

人工知能学会全国大会（2009年6月, 高

松） 

荒木次郎, 小池亜弥, 松崎和賢, 小関悠, 白井康之 日常生活習慣パターン把握に基づ

くスポーツジムの新たな 指導サー

ビスの創出 

72 （株）富士通総

研 

掲載済

み 

Proc. Annual ACM Symposium on 

Applied Computing (ACM-SAC09), MMV 

Track, pp 1839-1840, Mar 2009. 

Duy-Dinh Le, Shin'ichi Satoh Efficient Concept Detection By 

Fusing Simple Visual Features 

73 （株）KDDI研究

所 

掲載済

み 

Proc. of ICME 2009, pp. 606-609, 

2009.  

Keiichiro Hoashi (KDDI研究所）、Toshiaki Uemukai (KDDI

研究所）、Kazunori Matsumoto (KDDI研究所）、Yasuhiro 

Takishima (KDDI研究所） 

Constructing a Landmark 

Identification System for 

Geo-tagged Photographs based on 

Web Data Analysis 

74   掲載済

み 

信学技報DE2008-52, p.3, 2008. 帆足啓一郎（KDDI研究所）、上向俊晃（KDDI研究所）、松

本一則（KDDI研究所）、滝嶋康弘（KDDI研究所） 

画像類似度を利用した位置情報付

き写真データへのランドマーク情

報付与方法 

75   掲載済

み 

WebDB Forum 2008 予稿集，2008. 帆足啓一郎（KDDI研究所）、上向俊晃（KDDI研究所）、松

本一則（KDDI研究所）、滝嶋康弘（KDDI研究所） 

画像類似度を利用した位置情報付

き写真データへのランドマーク情

報付与方法 
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76   掲載済

み 

信学技報DE2008-12, pp.65-70, 2008.  帆足啓一郎（KDDI研究所）、Magnus Lundstedt（Uppsala

大学）、上向俊晃（KDDI研究所）、松本一則（KDDI研究所）、

滝嶋康弘（KDDI研究所） 

位置情報メタデータを利用した画

像検索手法の実装と評価 

77   掲載済

み 

情報処理学会論文誌：データベース

(TOD43), Vol.2, No.3, pp.41-52, 

2009.  

帆足啓一郎（KDDI研究所）、上向俊晃（KDDI研究所）、松

本一則（KDDI研究所）、滝嶋康弘（KDDI研究所） 

画像類似度を利用した位置情報付

き写真データへのランドマーク情

報付与手法 

 
 

３－２－Ａ 目標の達成度 

３－２－１－Ａ 全体の目標達成度 

 

表３－４ 全体の目標達成度 

目標・指標 成果 達成度 

目標１：先端事業によ

る実証 

次世代知的情報ア

クセス技術を用いた

先進的なサービスの

有効性・実現性の検証

と、制度的課題の抽

出、ならびに技術面の

検証。 

 

 プライバシーに十分配慮しながら、個人の行動情報、位置情報

を活用し、個人が欲している情報を自動でレコメンデーション

する新たなサービスの有用性が確認できた。 

 個人の行動情報、血糖値・血圧・体重などの医療情報を活用し

たサービスにより、適切なタイミングで適正な情報を提供する

と患者が適切な行動をとり、生活習慣を改善できることが確認

できた。 

 大量のレポート・運航データからトラブル発生モデルを構築す

る技術と、トラブルを予兆管理する技術を利用により、新たな

安心・安全に資するサービスを実現できる見込みが高いことが

判った。 

 映像、画像、ブログ検索等のリッチコンテンツ分野で、ユーザ

ーの満足度がより高い、新たなサービスを実現した。 

 実証から生まれた、今後社会で広く利活用される見込みの共通

技術を検証した。 

 著作権法等で、先進的なサービスの普及の妨げとなる制度的な

課題を抽出し、制度・環境の整備につなげることができた。 

達成 

目標２：制度・環境の

整備 

 事業者が次世代知

的情報アクセス技術

を活用した先進的な

サービスを展開する

上で必要となる制度

環境の整備。 

 個人情報を匿名化して利活用を促進するため、利活用の考え方

を整理し、「パーソナル情報の利用ガイドライン（案）」とし

て取りまとめた。 

 検索サービスのための複製等を著作権法上明記することを目

指した本事業の取組みがきっかけとなり、改正著作権法が成立

した。 

 ISO や OECD などにおいて、本事業の取組みを紹介し、国際標

準化に向けた足掛かりを構築した。 

 

達成 

(一部継

続 

実施) 

目標３：技術開発 

 先進的なサービ

スを展開する上で必

要となる次世代知的

情報アクセス技術の

開発と、汎用化・共通

化。 

 実用規模の大規模実データに対応可能な処理性能を持つ、世界

で初めての汎用的な匿名化技術を開発した。 

 世界最高速レベルの頻出パタンマイニングアルゴリズムが実

装された、先進的なデータマイニング基盤技術を開発した。 

 「PI（Place Identifier）基盤」の開発では、ISO の規格化

(ISO-17572)を実現した。 

 オープンソース化等により技術の汎用化・共通化を実施した。

これらの技術については、リッチコンテンツ分野を中心に既に

120件以上の商用化事例が存在するほか、次世代パーソナルサ

達成 
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ービスコンソーシアム等を通じて普及が進められている。 

 

３－２－２－Ａ 個別要素技術の目標達成度 

 

表３－５ 個別要素技術の目標達成度 

要素技術 目標・指標 成果 達成度 

先端事業

による実

証 

１）パーソナル情報を活用

したサービス分野 

プライバシーに配慮し

た上で、プロファイルや

行動履歴等に基づき、各

自の生活に適した情報を

自動で提供するサービス

を実証する。また、パー

ソナル情報を利活用する

場合の制度的な課題を抽

出し、対応する。 

 プライバシーに十分配慮しながら、

個人の行動情報、位置情報を活用し、

個人が欲している情報を自動でレコ

メンデーションする新たなサービス

の有用性が確認できた。個人の行動

を理解した情報配信（広告）は、日

常的・一斉的な情報配信と比較して

来店率、購買率の反応が高まること

等が判った。 

 制度的な課題への対応では、個人情

報を匿名化する機能により、個人情

報の二次利用の実現性を検証すると

ともに、利便性のために個人が積極

的に情報の開示・提供を行う点も検

証できた。 

達成 

２）健康サービス分野 

健康・医療情報等を利

用することで、医療の質

の向上に貢献する情報薬

サービス（情報により人

を健康にするサービス）

を実証する。 

 センサ技術等を活用して収集した個

人の行動情報、血糖値・血圧・体重

などの医療情報を活用したサービス

により、適切なタイミングで適正な

情報を提供すると患者が適切な行動

をとり、生活習慣を改善できること

が確認できた。その結果、医療の質

の向上や医療費を削減する見込みが

あることも判った。また、隠れた医

療リスクの検出においても有用性が

確認できた。 

達成 

３）安全・安心な社会対応

サービス分野 

これまで人手で分析し

ていたレポート、運用デ

ータ等の情報を解析して

活用することで、業界を

越えて安心・安全という

公共の利益に貢献するサ

ービスを実証する。 

 大量のレポート・運航データからト

ラブル発生モデルを構築する技術

と、センサ情報とテキスト情報をデ

ジタル融合してトラブルを予兆管理

する技術を開発した。また、それら

の技術を利用することで、新たな安

心・安全に資するサービスを実現で

きることが判った。加えて、そのサ

ービスの利用により、従来より安全

運航管理の効率的、効果的な推進が

可能なことが判明した。 

達成 

４）リッチコンテンツを活

用した次世代型サービス

分野 

 映像、画像、ブログ検索等のリッチ

コンテンツ分野で、ユーザーの満足

度がより高い、新たなサービスを実

達成 
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日本が強みとするコン

テンツ分野を生かすため

のリッチコンテンツ関連

サービスを実証する。加

えて、Web時代の法的な課

題と問題点を明確化す

る。 

現した。 

 著作権に関しては、実証の過程で検

索サービスにおける制度的な課題を

抽出し、プロジェクト内の制度課題

の検討に連携することで、制度・環

境の整備につなげることができた。 

  

制度・環

境の整備 

１）個人情報保護法等の制

度のあり方検討と環境整

備 

消費生活分野において

先進的なサービスを展開

する上での個人情報保護

法等の制度のあり方を検

討し、環境を整備する。 

 パーソナル情報の分野に関しては、

個人情報だけでなく個人に関連する

情報（パーソナル情報）をプライバ

シーに配慮しつつ匿名化して利活用

する際の考え方を整理した「パーソ

ナル情報の利用ガイドライン（案）」

を次世代パーソナルサービス推進コ

ンソーシアムが引き継ぎ、業界自主

基準の策定が進められている。 

 今後も検討すべき課題としては、

「健康情報の利用に向けたルールの

最適化」、「パーソナル情報利用状

況の透明性の確保」、「（認証・第

３者機関などによる）実施担保の在

り方」、「事業者の配慮事項の定義」、

「匿名化手法の更なる検討」などが

挙げられる。 

一部 

達成 

 

２）著作権法等の制度のあ

り方検討と環境整備 

次世代知的情報アクセ

ス技術を用いた先進的な

サービスを展開する上で

の著作権法等の制度のあ

り方を検討し、環境を整

備する。 

 著作権の分野に関しては、検索サー

ビスのための複製等を著作権法上明

記することを目指した本事業の取組

みがきっかけとなり、平成21年6月

に改正著作権法が成立した。 

 また、この改正を受け、更なる課題

整理を行った。検討内容は、平成22

年 7月に情報大航海プロジェクト関

連の企業・有識者一同により「次世

代情報化社会の実現に向けた著作権

制度の在り方についての提言」とし

て文化庁へ提出された。 

 今後の課題としては、「間接侵害責

任の明確化」、「権利制限規定の拡

充」の実現といった点が挙げられる。 

一部 

達成 

 

３）国際標準化の推進 

技術面、制度面、双方

において本事業の成果に

関する国際標準化を推進

する。 

 国際標準化では、ISOやOECDなどに

おいて、本事業の取組みを紹介し、

標準化に向けた足掛かりを構築し

た。OECD では制定 30 周年を迎えた

プライバシーガイドラインの見直し

の中でも「匿名化」について検討し

ており、ISO/TC211 においても匿名

達成 
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化技術の標準化に向けた提案が予定

されている。 

技術開発 １）個人情報管理  

プライバシーや個人情

報を十分に保護しつつ、

個人に関する情報を有効

に活用するための個人情

報匿名化技術等を開発す

る。 

 実用規模の大規模実データに対応可

能な処理性能を持つ、世界で初めて

の汎用的な匿名化技術等を開発し

た。その匿名化技術は、制度面の検

討と連携しており、「パーソナル情

報の利用ガイドライン（案）」との

整合が図られている汎用性の高い技

術である。 

達成 

 

２）サービス連携 

イメージ的・感覚的に

必要な情報を検索できる

次世代ユーザーインター

フェース技術、効率的・

効果的な情報の収集・配

信技術、様々な情報の統

合技術を開発する。 

 従来の技術と比較して、望みの画像

等を感覚的に発見できる点が先進的

で優れている技術等を開発した。例

えば、その技術は大量の画像情報の

一覧性に優れており、誰でも感覚的

に利用することが可能であるため、

デジタルデバイド解消等の面でも非

常に有効である。 

達成 

３）リッチコンテンツ解析 

画像・動画などを効果

的に解析する次世代画像

・映像解析技術、ブログ

・対話・口語文章などを

解析する自然言語解析技

術、空間・位置・時間を

解析する時空間情報解析

技術、検索エンジンなど

の信頼性を評価するコン

テンツ・サービス信頼性

評価技術を開発する。 

 ユーザーの興味／関心の度合を定量

的に評価し最適な検索結果を抽出す

る技術や、GPS 等での異なる地図シ

ステム間で発生する位置のズレを補

正する技術等を開発した。 

 また、本分野で開発した技術からは

数多くの商用化事例が作られ、複数

の特許の取得や、 ISO の規格化

(ISO-17572)を実現した技術も開発

された。 

  

達成 

４）プロファイル情報解析  

行動情報等を活用し有

益な情報を提供するレコ

メンデーション技術、プ

ロファイル情報・テキス

ト情報等を解析するデー

タマイニング技術を開発

する。 

 世界最高速レベルの頻出パタンマイ

ニングアルゴリズムが実装された、

先進的なデータマイニング基盤技術

等を開発した。その技術は、例えば

1000万件を超える大量の行動履歴デ

ータや時系列的データから、一定の

比率以上で出現する頻出パターンや

相関ルールを、秒速 1万個を超える

世界最高水準のスピードで発見する

ことができる。 

達成 
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４－Ａ 事業化、波及効果について 

 

４－１－Ａ 事業化の見通し 

（１）先端事業による実証の事業化 

① パーソナル情報を活用したサービス分野 

NTTドコモのマイ・ライフ・アシストサービスに関しては、同社が提供しているiコン

シェル（平成22年9月時点で540万契約）というサービスに実証で開発した技術、ノウハ

ウを適用することが予定されている（図４－１）。 

 

出典：NTTドコモ資料

 
図４－１ マイ・ライフ・アシストサービスの事業化 

 

② 健康サービス分野 

キューデンインフォコムの次世代解析技術を活用した携帯情報端末などを用いた情

報循環方式による健康管理（e-carna）については、既に特定保健指導を実施している

合同会社カルナヘルスサポートで活用することが予定されており、更に必要な制度改正

が行われた場合には、実証事業の成果を踏まえた糖尿病等の疾病管理事業への展開も想

定している。 

また、同事業の成果については国際展開も進んでいる。カナダ先住民（モンゴリアン）

のアルバータ州での糖尿病罹患率が55％を超える深刻な状態から、カナダ政府がその対

策システムの研究開発を推進している。アルバータ大学、レッドエンジンヘルス社を中

心とした糖尿病対策プロジェクトでは以下のシステムを開発構想に本事業の成果を投

入した共同研究を進めている（図４－２）。 
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図４－２ カナダ・アルバータ州のプロジェクト適用 

 

③ 安全・安心な社会対応サービス分野 

日本航空インターナショナルで実施した新総合安全運航支援システムに関しては、平

成22年度から自社内で導入を行う予定となっている。また、同社が中心となって組織し

た「実用化コンソーシアム」においても鉄道会社、電力会社が実務適用に向けた調整を

行っており、今後、実導入が期待される。 

 

④ リッチコンテンツを活用した次世代型サービス分野 

データクラフトのViewサーチ北海道は、同社がSaaSサービス（次世代画像クルージン

グ技術「ImageCruiser」）として平成22年3月からサービス提供を開始しており、雑貨、

ファッション等のサイトでの利用が進んでいる（図４－３）。 

チームラボのサグールテレビに関しては、同社のサービスとして継続的に提供されてい

るとともに、so-netの動画検索等に適用されるなど、商用展開が進んでいる。 
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出典：http://imagecruiser.jp/

 
図４－３ データクラフトSaaSサービスの提供事例 

 

（２）制度・環境の整備の継続的実施 

 パーソナル情報の分野に関しては、個人情報だけでなく個人に関連する情報（パーソ

ナル情報）をプライバシーに配慮しつつ利活用する際の考え方を整理した「パーソナル

情報の利用ガイドライン（案）」を次世代パーソナルサービス推進コンソーシアムが引

き継ぎ、業界自主基準を策定することに取組みむ予定である（図４－４）。 

 

出典：次世代パーソナルサービス推進コンソーシアム資料  
図４－４ 次世代パーソナルサービス推進コンソーシアムの平成22年度活動計画 

 

 著作権の分野に関しては、検索サービスのための複製等を著作権法上明記することを

目指し、平成19年2月に「著作権法改正要望書」を文化庁へ提出し、更に文化審議会著

作権分科会 法制問題小委員会が平成19年10月に発表した中間まとめに対するパブリ

ックコメントを実施したことがきっかけとなり、平成21年6月に「著作権の一部を改正
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する法律」が成立した。この改正を受けて、平成22年7月に情報大航海プロジェクト関

連の企業・有識者一同で、次世代情報化社会の実現に向けた著作権制度の在り方につい

ての提言を文化庁に行った（図４－５）（表４－１）。 

 

 
図４－５ 著作権制度の在り方に関する提言の概要 

 

表４－１ 情報大航海プロジェクト関連の企業・有識者一同 

喜連川 優   東京大学生産技術研究所 教授 

小川 克彦   慶應義塾大学環境情報学部 教授 

山名 早人   早稲田大学理工学術院 教授  

長谷山 美紀   北海道大学大学院情報科学研究科 教授 

牧野 二郎   牧野総合法律事務所弁護士法人  弁護士 

荻野 明仁   東京海上ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社 ﾊﾟｰﾄﾅ 

壇  俊光   北尻総合法律事務所 弁護士／株式会社ﾄﾞﾘｰﾑボート 取締

役  

岩倉 正和   西村あさひ法律事務所 ﾊﾟｰﾄﾅｰ弁護士 

金  正勲   慶應義塾大学大学院政策・ﾒﾃﾞｨｱ研究科 准教授 

塩澤  一洋   成蹊大学法学部 教授 

内山 幸樹   株式会社ﾎｯﾄﾘﾝｸ 代表取締役社長 

杉本 誠司   株式会社ﾆﾜﾝｺﾞ 代表取締役社長 

林  信行   popIn株式会社 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ／ITｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 

小向 太郎   情報通信総合研究所 主席研究員 

中川 裕志   東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ 教授 

夏野 剛    慶應義塾大学大学院政策ﾒﾃﾞｨｱ研究科 特別招聘教授 

宮田 加久子  明治学院大学 社会学部教授 

角川 歴彦   株式会社角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役会長兼CEO 

丸橋 透    ﾆﾌﾃｨ株式会社 法務部長 

東出 正裕   NECﾋﾞｯｸﾞﾛｰﾌﾞ株式会社 執行役員ｻｰﾋﾞｽ開発本部長 
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高島 洋典   日本電気株式会社ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ研究所 所長 

田中 良和   ｸﾞﾘｰ株式会社 代表取締役社長 

田中 実    株式会社ｶｶｸｺﾑ 代表取締役社長 

熊谷 正寿   GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ株式会社 代表取締役会長兼社長 ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表 

猪子 寿之   ﾁｰﾑﾗﾎﾞ株式会社 代表取締役社長 

高橋 昭憲   株式会社 ﾃﾞｰﾀｸﾗﾌﾄ 代表取締役 

村田 利文   ﾑﾗﾀｵﾌｨｽ株式会社 代表取締役 

阪口 克彦   株式会社ｿﾌﾄﾌﾛﾝﾄ 代表取締役 

羽野 仁彦   株式会社ﾌﾞﾛｸﾞｳｫｯﾁｬｰ 代表取締役社長 

加藤 茂博   株式会社ﾘｸﾙｰﾄ HRｶﾝﾊﾟﾆｰ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 

山崎 久義   ｲｰﾄﾗｲｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 代表取締役社長 

伊藤 健吾   株式会社ﾒﾀｷｬｽﾄ 代表取締役 

秋葉 重幸   株式会社KDDI研究所 代表取締役所長 

狩野 昌央   ﾈｯﾄﾚｲﾃｨﾝｸﾞｽ株式会社 取締役副会長 

今﨑 善秀   ｼﾞｬｽﾄｵﾝﾗｲﾝ株式会社 代表取締役 

寺田 航平   株式会社ﾋﾞｯﾄｱｲﾙ 代表取締役社長CEO 

平野敦士カール 株式会社ﾈｯﾄｽﾄﾗﾃｼﾞｰ 代表取締役社長 

一瀬 隆重   株式会社ｵｽﾞ 代表取締役 

佐々木 俊尚  ITｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 

小川 浩    株式会社ﾓﾃﾞｨﾌｧｲ 代表取締役社長CEO兼ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ  

森 祐治    株式会社ｼﾝｸ 代表取締役社長 

        ／慶應義塾大学大学院ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 講師 

        ／九州大学大学院芸術工学研究科 講師 

原田 裕介   ｱｰｻｰ・D・ﾘﾄﾙ(ｼﾞｬﾊﾟﾝ)株式会社 代表取締役社長 

芦邉 洋司   株式会社日立ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 取締役 

（順不同、敬称略、平成22年3月時点の所属・役職） 

 

（３）開発技術の普及・展開 

2009年12月までで、リッチコンテンツ分野を中心に延べ120件以上の商用化事例が存

在する（図４－６）。 

【開発技術の主な活用先】 

・画像検索サービス会社・IT企業・現代アート販売会社・携帯アプリ会社・カタログ通

販会社・コンサルティング会社・アニメ商品販売会社・アパレル通販会社・医薬・健康

食品販売会社・エステティックサロン・オンラインチケット販売会社・オンラインフラ

ワーショップ・オンライン書籍販売会社・建設会社・シニア向けサービス会社・テレビ

局・レンタルサーバー会社・飲料メーカー・学習塾・観光宿泊リゾート会社・求人サー

ビス会社・携帯電話事業会社・女性向け情報サイト会社・食品メーカー・新聞社・精密

機器メーカー・探偵会社・賃貸物件紹介サービス会社・鉄道会社、他 

 

パーソナル情報保護・解析基盤に関しては、次世代パーソナルサービス推進コンソー

シアムが立ち上がっており、匿名化したパーソナル情報を活用すべく、同技術の活用を

視野にいれた事業検討が行われている。 
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ユーザの好み
や嗜好性

ユーザの好み
や嗜好性

『京都で美味しいモノを
食べたいな』

『確か和食が好きだったね。京都なら、
○○屋の湯豆腐が美味しいよ。』

対
話
内
容
を
学
習

『京都、いいね！』

携帯電話のアバターとさまざまな会話を交わすことで、ユーザー
の好みや嗜好性、行動特性を学習し、ユーザーにマッチした情報
を自律的に収集・提供するサービスを実現

【活用事例②】株式会社CLON Lab

『今度の休みに京都に旅行に行くよ』

推薦エンジ
ン

・・・
・・・・
・・・
・
・・・
・・・・・・・

TPOに応じた推薦ができるコ
ンシェルジュ型レコメンデーシ

ョン

共通技術

【活用事例①】オンライン書店ビーケーワン

ユーザーの選んだ書籍に対して嗜好性の合う別の書籍を自動的に推
奨・表示するサービスを実現

出典：オンライン書店ビーケーワン

アクセスデータ・
注文データ

書籍の
選択

おすすめ商品を表示

おすすめ商品の
メール配信

サービスの性質に応じて推薦の
しかたを選べるレコメンデーショ

ン

共通技術

 
図４－６ 開発技術の商用化事例 
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４－２－Ａ 波及効果 

（１）パーソナル情報を活用したサービス分野 

パーソナル情報に関する情報爆発は進んでおり、匿名化技術の適用分野も多岐に渡る

と考えられる。 

IT戦略本部「新たな情報通信技術戦略」において、行政機関等において保有するデー

タを匿名化して活用していくことが示されている。レセプト情報を匿名化し、広く医療

の標準化・効率化及びサービスの向上に活用可能とする仕組みを構築することとなって

いる。 

匿名化に関しては、レセプト以外の医療情報や、購買情報、位置情報だけでなく、今

後、普及が進むと考えられる家庭でのエネルギー使用情報等への適用も想定される。 

パーソナル情報活用市場は今後、急速に規模を拡大し、2019年には13兆円程度になる

と想定される。このうち11兆円は既存市場におけるパーソナル情報活用の浸透であり、

約2兆円が情報活用によって新たに創出される市場になる（図４－７）。 

 

出典：平成21年度情報大航海プロジェクト（全体管理と共通化）事業「市場動向に関する調査研究」報告書
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図４－７ パーソナル情報活用市場の推移 

 

（２）健康サービス分野 

我が国の医療費は増加傾向が続いており、2025年には56兆円まで膨らむという予想も

ある（図４－８）。政府では医療費拡大の大きな要因となっている生活習慣病対策を進

めることで医療費抑制を中長期的に推進することになっている。本事業で実証した特定

保健指導や糖尿病の疾病管理を行うサービスが普及することで、生活習慣病の予防が効

率的、効果的に進み医療費抑制に寄与すると考えられる。 

また、実証事業の成果はカナダのアルバータ大学を中心としたアルバータ州の糖尿病

対策プロジェクトにも活用が進められており、本事業の成果が海外に展開される可能性

も広がっている。 
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図４－８ 我が国の医療費の推移 

 

（３）安全・安心な社会対応サービス分野 

本事業で実証した航空だけでなく、鉄道、道路等を含む交通分野、あるいは発電等の

エネルギー分野を含めた社会インフラ全般に関しては、安定した稼働が最重要事項であ

り、本事業で実証した安全運航管理の仕組みはこのような社会インフラ全般に応用が可

能であり、安全性向上という面で幅広い展開が想定される（図４－９）。 
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図４－９ 安全運航管理の仕組みの適用先と展開シナリオ 

 

（４）リッチコンテンツを活用した次世代型サービス分野 

著作権法の改正、リッチコンテンツ解析技術等により、マルチメディア検索等の市場

が今後、拡大し、その規模は2019年には190億円程度までに成長すると予想される（図

４－１０）。 

また、Googleテレビが発売される等、テレビとマルチメディア検索サービスの融合も

出典：厚生労働省「医療費の動向」
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進んでおり、この部分でも市場拡大は更に進むと考えられる。 
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出典：平成21年度情報大航海プロジェクト（全体管理と共通化）事業「市場動向に関する調査研究」報告書

（億円）

（年）

 
図４－１０ マルチメディア検索サービスの市場推移 
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５－Ａ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

 

５－１－Ａ 研究開発計画 

 本事業は平成19年度から三カ年で事業を実施した。初年度の実証事業において制度的

な課題や基盤となる共通技術の抽出を行い、次年度以降、制度の具体的な検討、共通技

術の改良、汎用化を推進した（図５－１）。また、実証事業については、市場化の動向

等を考慮し、選択と集中を図りつつ、事業の推進を行った。 

 

平成20年度 平成21年度平成19年度

先端事業の実証

（10事業）

実証事業を戦略的
領域へ選択と集中

（8事業）

実証事業の更なる選
択と集中

（4事業）

共通技術領域の
選定・開発
共通技術アーキテクチャ
策定

共通技術の改良
実証事業の検証
共通技術アーキテクチャ
改訂

共通技術の改良

国際標準化、グローバル

展開

共通技術アーキテクチャ

改訂

制度課題の抽出（個人
情報、著作権、不正競
争等）

国際標準化の検討

制度改正に向けたアク
ションプラン作成

ガイドライン構成策定

国際標準化、国際協調
へ着手

パーソナル情報利用ガイド
ライン（案）の策定

事業者向け解説書の策定

国際標準化、国際協調の
推進

実証事業

技術開発

制度・課題対応

実証事業

技術開発

制度・課題対応

 
図５－１ 研究開発計画 

 

５－２－Ａ 研究開発実施者の実施体制・運営 

前述したように技術開発、実証事業、制度検討について三位一体で取組みを行い、相

乗効果を挙げたことが本事業の大きな特徴である。その効率的かつ的確な推進のため、

実証事業者とは別にプロジェクトマネージャーを置いた（図５－２）。 

実証事業に関しては、実サービスに近い検討が行えるよう、技術開発担当事業者では

なくサービス実施担当事業者が主体となるスキームとした。また、実証事業を束ねるプ

ロジェクトマネージャーに関しても、民間ノウハウを十分に活用できるよう、民間のコ

ンサルティング会社がこれを担った。サービスや個々の技術検証、制度の検討は実証事

業において行ったが、共通性の高い技術開発、制度検討についてはプロジェクトマネー

ジャーにおいて実施した。 

また、大規模なプロジェクトにおいて適切な運営が図れるよう、外部と内部に有識者

による検討組織をつくり、運営に有用な知見を得た。商務流通政策局長の私的研究会と

して『「情報大航海時代」における経済・社会・文化のあり方に関する研究会』を平成

21年度末までに7回開催している。また、プロジェクトの推進内容について専門的、客

観的な視点から具体的な示唆を行うべく、有識者で構成される戦略委員会（ステアリン

グコミッティ）を置き、平成21年度末までに30回開催している。 
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図５－２ 情報大航海プロジェクトの推進体制 

 

更に実証事業、制度検討、技術開発等の着実な推進を図るため、戦略委員会の下に必

要な会議体を設置し、運営を行った（図５－３）。特に制度検討に関しては、パーソナ

ル情報、著作権等について、堀部政男名誉教授、牧野二郎弁護士等、当該分野の有識者

で構成される委員会を開催し、制度の方向性等について検討を図った。 
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プロジェクト全体のマネジメント

2010/2/23

－ 実証事業等の共通技術開発に係わる方針、方向性について討議、決定、調整を行う。

【個人情報保護部会】 産業技術総合研究所 繁富先生

－企業間のパーソナル情報の交換・活用を推進するプラットフォームの実現に向けて、機能・ビジネス・技術の面からの検討を図る。

【プラットフォーム推進会議】 慶應義塾大学 小川先生

【著作権検討ワーキンググループ】 牧野総合法律事務所 牧野弁護士

－ 著作権法改正を受けて、新たに事業/サービス創出を加速するための指針のとりまとめの検討をする。

－ 実証事業の進捗状況を報告する。

【最終報告会】 株式会社日立コンサルティング 渡邉

－ 年度の節目において実証事業及び共通技術の成果を報告し、評価する。

有識者、開発実証企業代表者、共通技術関係企業代表者、ガイドライン検討担
当者等 経済産業省(関係部局) 事務局；プロレクサス（株）

－ 情報大航海プロジェクト全体の推進に関わる戦略的なテーマについて検討する。

プロジェクトマネージャー

【匿名化技術委員会】 東京大学 喜連川先生【匿名化技術委員会】 東京大学 喜連川先生

－個人情報匿名化基盤についての達成目標や実施内容を具体化し、開発／展開の方向性を決定する。

－ 共通技術、制度、プラットフォーム化など、プロジェクト内の各タスクにおいて創出される成果を共有し、必要な連携を図る。

「情報大航海時代」における
経済・社会・文化のあり方に関する研究会 評価委員会

－ パーソナル情報の分野における共通技術のロードマップ更新、普及・促進に向けた方策の検討を行う。

－ パーソナル情報関連のガイドラインを策定するとともに、国際的な展開の推進を図る。

－ パーソナル情報関連のガイドラインについて、主要関連企業により有効性を検証し、産業界での合意形成を図る。

【パーソナル情報の利用ガイドライン（案）公開ヒアリング】
主要関連企業代表者、経済産業省(関係部
局)、事務局；（財）日本情報処理開発協会

【開発実証企業進捗会議】 株式会社日立コンサルティング 渡邉
戦略委員会委員、経済産業省（関係部局）、開発実証企業
経済産業省(関係部局)、事務局；（株）日立コンサルティング

【戦略委員会】 東京大学 喜連川先生【戦略委員会】 東京大学 喜連川先生

【ＣＰ活用推進会議】 早稲田大学 山名先生

－ＣＰのインフラ機能及びＣＰ上のアセットの今後の活用方策について検討を図り、方向性をとりまとめる。

開発実証企業代表者、共通技術関係企業代表者、共通技術開発企業、開発実証企業等の
ＣＰユーザー、ＣＰ運営担当者、経済産業省(関係部局) 事務局；(株）日立コンサルティング

【全体成果連携会議】 株式会社日立コンサルティング 渡邉

【リッチコンテンツ部会】 国立情報学研究所 佐藤先生

－ リッチコンテンツの分野における共通技術のロードマップ更新、普及・促進に向けた方策の検討を行う。

【共通技術開発会議】 北海道大学 長谷山先生
開発実証企業、共通技術関係企業等、経済産業省(関係部局)
事務局； （株）日立コンサルティング

【改正著作権法ガイドライン検討タスクフォース】北尻総合法律事務所 壇弁護士

－事業者における著作権改正法の解釈を支援し、サービスを提供する際の検討の参考となるような「事業者向けガイドライン」を検討。

経済産業省(関係部局) 事務局；（株）日立コンサルティング

－ パーソナル情報関連のガイドラインについて、法的根拠などの分析を行い、ガイドラインの内容を検討する。

【パーソナル情報検討ラウンドテーブル作業部会】 東京工科大学 村上先生
主要関連企業代表者、弁護士、経済産業省(関
係部局)、事務局；（財）日本情報処理開発協会

【パーソナル情報検討ラウンドテーブル】 一橋大学 堀部先生

【プロファイル情報部会】

【共通技術部会（主査会議）】 北海道大学 長谷山先生

－ 共通技術の汎用化、統合化、標準化、制度検討、今後の展開検討等のロードマップを策定する。

－プロファイル情報の分野における共通技術のロードマップ更新、普及・促進に向けた方策の検討を行う。

【著作権制度提言タスクフォース】北尻総合法律事務所 壇弁護士

－産業活性化、文化発展を実現するために必要となる法制度面での「提言事項」の検討。

有識者、関連企業代表者の数名で構成
事務局；三菱UFJ R&C （株）

小川先生（慶應義塾大学）、山名先生（早稲田大学）、長谷山先生（北海道大学）、牧野先生（牧野総合法律事務所）
荻野明仁氏海上キャピタル株式会社）、経済産業省（関係部局） 事務局；㈱日立コンサルティング

長谷山先生（北海道大学）､繁富先生（産業技術総合研究所）､高橋（ＮＴＴプラットフォーム研究所)､三菱総合研究
所、（財）日本情報処理開発協会、開発実証企業等、経済産業省（関係部局） 事務局；㈱日立コンサルティング

牧野先生(牧野総合法律事務所)、佐々木俊尚氏等の有識者
経済産業省（関係部局） 事務局；（財）日本情報処理開発協会

開発実証企業、共通技術開発企業、戦略委員会委員、外部評価委員
経済産業省(関係部局)、事務局； （株）日立コンサルティング

部会主査・副主査、経済産業省（関係部局）

事務局；（株）日立コンサルティング

ビジネスマイニング研究センター
有限責任事業組合 森田先生

開発実証企業、共通技術関係企業等、経済産業省(関係部局)
事務局； （株）日立コンサルティング

開発実証企業、共通技術関係企業等、経済産業省(関係部局)
事務局； （株）日立コンサルティング

開発実証企業、共通技術関係企業等、経済産業省(関係部局)
事務局； （株）日立コンサルティング

有識者、関連企業代表者の数名で構成、
事務局；三菱UFJ R&C （株）

有識者、関連企業代表者の数名で構成、
事務局；三菱UFJ R&C （株）

（財）日本情報処理開発協会 坂下

 
図５－３ 平成21年度の会議体 

 

 さらに、本事業は、総合科学技術会議が、国家的・社会的に重要であって関係府省の

連携の下に「情報の巨大集積化と利活用基盤技術開発」連携施策群を構成しており、総

務省「電気通信サービスに関する情報信憑性・信頼性技術等に関する研究開発」、文部

科学省「革新的実行原理に基づく超高性能データベース基盤ソフトウェアの開発」、内

閣府「センサ情報の社会利用のためのコンテンツ化」と連携しつつ、プロジェクトの推

進を行った。具体的にはプロジェクト間の以下のような技術要素間連携図である技術連

携マップを作成し、プロジェクト成果の連携シナリオを想定しながら研究開発を進めた
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（図５－４）。 

 

 
出典：平成19-21年度「情報の巨大集積化と利活用基盤技術開発」成果報告書 

図５－４ 「情報の巨大集積化と利活用基盤技術開発」連携施策群の技術連携マップ 

 

５－３－Ａ 資金配分 

 本事業については、平成１９年度から２１年度の３か年で計１１３億円を投入して実

施した。その年度ごとの内訳は、平成１９年度に４６億円、平成２０年度に４１億円、

平成２１年度に２６億円であった。 

 情報大航海プロジェクトでは、市場動向や技術動向等を考慮し、実施内容の選択と集

中を行った。具体的には、初年度、大きな柱としていたリッチコンテンツ解析技術に関

しては、開発した共通技術を用いた商用化事例の創出が進み、かつ技術的な方向性も見

えてきたため、２年目以降については資金配分を見直し、新市場創出の期待が高く取組

みに時間と労力を要するパーソナル情報分野へ資源の傾斜配分を行った。（図５－５）

各年度の見直しを事業内容を含めて的確に実施することで、最終年度は前２年度に非し

て大きく圧縮した予算で実施することができた。 

 

 
図５－５ 各分野ごとの実証事業数（件） 

 

５－４－Ａ 費用対効果 



76 
 

本事業の市場創出効果の試算では、国内のパーソナル情報活用市場は2019年におよそ

13兆円の市場規模が想定されており、本事業の成果はその市場の形成に対して多大な貢

献をするものと考えられる。また、本事業で実証した特定保健指導や糖尿病の疾病管理

を行うサービスが普及することで、生活習慣病の予防が、2025年には56兆円まで膨らむ

と予想される医療費抑制に寄与すると考えられる。 

このほか、本事業で実証した安全・安心な社会対応サービスは、社会インフラ分野に

幅広く適用できるものであり、社会全体の安全・安心の向上に大きな貢献が期待できる

ほか、リッチコンテンツに関しては、既に様々なサービスが立ち上がっており、市場の

形成が急速に進んでおり、今後、我が国の強みである家電等のデバイスとの次世代知的

情報アクセス技術の融合により新たな市場の創出が期待できる。 

 

５－５－Ａ 変化への対応 

情報大航海プロジェクトは次世代知的情報アクセス技術によって大量情報を利活用

した新たなサービスの市場を創出するためのプロジェクトであり、プロジェクト開始当

初、知的情報アクセス技術を用いたサービスの代表例はインターネット検索であった。 

しかしながら、インターネット・ビジネスは先行者利益が非常に大きいことから、情

報大航海プロジェクトでは「Googleの後追いはしない」ことを方針とし、当時あまり手

付かずではあったものの将来的な市場の広がりが期待できる分野であった、行動履歴な

ど現実世界の「パーソナル情報」の収集、分析を一つの柱とするなど、一般的な検索サ

ービスとは異なるサービス分野に取り組んだ。 

また、情報大航海プロジェクトでは、前述のように、市場動向や技術動向等を考慮し

た実施内容の選択と集中により、新市場創出の期待が高く取組みに時間と労力を要する

パーソナル情報分野へ資源の傾斜配分を行った。パーソナル情報分野については、現時

点でも新たな技術やサービスの模索が行われており、制度面での検討も継続的に行われ

ている。 

制度面では、パーソナル情報の分野に関して、本事業で先行して検討を行ってきたが、

その後、総務省や国土交通省においても、ライフログや地理空間情報の活用の観点から

パーソナル情報に関連した検討を行うようになってきた。、情報大航海プロジェクトで

は効率的に検討を進めるため、各省庁におけるパーソナル情報に関連した検討と協調し、

内容の整合を図った。 
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