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１．事業の目的・政策的位置づけ
１－１ 事業目的
（１）背景
IT 化の進展により、社会活動のあらゆる場面で情報の「創出」・「蓄積」が起
こっている（情報爆発）。IDC の調査によると 2006 年には 161EB（エクサバイト）
の情報が人類によって創出されており、2011 年には 1.8ZB（ゼッタバイト）ま
で拡大し、2020 年に 35ZB に達すると予想されている（図１－１）。このような
情報爆発は情報探索が難しくなるというマイナスの側面がある一方、大量の情
報から新たな価値を抽出することで新たなサービスの創出が期待できる。しか
しながら、あらゆる社会活動において更なる IT 化が進展していく中で、我が国
においては、大量に蓄積していく情報を有効に活用し、新たなビジネスやイノ
ベーションの創出に結びつけていく環境が必要である。

情報爆発

図１－１

情報爆発

（２）目的
情報爆発をイノベーションに結び付けるため、多種多様な大量の情報の中か
ら新たな価値を創出する先進的なサービスを実証することにより、国際競争力
のある新たな産業の育成を図る。また、合わせて、プライバシー、著作権を始
めとする制度的課題について所要の手当てを行い、サービスが自律的に展開し
ていくための環境を整備するとともに、そのために必要な基盤となる次世代知
的情報アクセス技術の開発及び普及・展開を目指す。
情報爆発は Web 上だけでなく、非 Web すなわち実世界においても急速に進ん
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でいる。特に我が国の強みであるセンサ・デバイスから創出される情報量は膨
大であり、Web 情報と非 Web 情報を次世代知的情報アクセス技術によって融合を
図り、我が国の競争優位に結び付くイノベーションの創出を図る（図１－２）。
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図１－２

情報大航海プロジェクトの趣旨

１－２ 政策的位置づけ
本事業は、以下に示す通り「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０６」を始めとする閣議等の決定による報告書において、我が国の生産性の向
上に寄与し、国際競争力の強化に資するものと位置づけられている（表１－１）。
表１－１

本事業の政策的な位置付け

○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」
（平成１８年７月７日
閣議決定）
第２章 成長力・競争力を強化する取組
大量・多様な情報から必要情報を検索する等の次世代ＩＴ技術の展開を推
進する。
○「経済成長戦略大綱」（平成１８年７月６日財政・経済一体改革会議決定）
第２．生産性の向上（ＩＴとサービス産業の革新）
大量かつ多様な情報から必要な情報を探し出す技術や、情報システムの統
合を効率的かつ安全に実現する技術など次世代を担うＩＴ関連技術の展開
を推進する。
○「新経済成長戦略」（平成１８年６月９日経済産業省とりまとめ）
第２章 国際競争力の強化（国際）産業戦略
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大量かつ多様な情報処理、データマイニング等の観点からの「知的情報ア
クセス」の技術開発など、情報活用力の強化に資する技術開発を支援する。
○「ＩＴ新改革戦略」（平成１８年１月１９日ＩＴ戦略本部決定）
３．世界への発信【国際競争社会における日本のプレゼンスの向上―世界へ
発信する日本】
ソフトウェアの信頼性・生産性の向上のため、産官学連携の下、研究開発
の促進及び品質評価の機能強化を図るとともに、映像検索、情報解析等の
次世代の知的情報アクセスに関する技術を強化する。
○「第３期科学技術基本計画」（平成１８年３月２８日閣議決定）
社会：すべての国民がＩＴの恩恵を実感できる社会の実現
大量で多様なデジタル情報を簡便、的確かつ安心して収集・分析・利用す
ることができる情報検索・情報解析技術および関連する人材の育成への投
資が不可欠である。
また、平成 18 年 3 月 22 日に総合科学技術会議で決定された「第 3 期科学技
術基本計画（平成 18～22 年度）」の「分野別推進戦略：情報通信分野」におい
て、「戦略重点科学技術」（特に今後５年間に集中投資すべき科学技術）として
選定されており、イノベーションパイプラインの中で、第 1 期及び第 2 期科学
技術基本計画の成果を引き継いだ、実用化研究に向けた政策として位置付けら
れている（図１－３）。

出典：総合科学技術会議資料
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図１－３

イノベーションパイプライン

科学技術基本計画における位置付けを受け、平成 19 年度から内閣府、総務省、
文部科学省のプロジェクトと連携した科学技術連携施策群（情報通信分野）と
してスタートし、その後、同施策群を担当している総合科学技術会議情報通信
PT により定期的な成果のフォローアップが行われている（図１－４）。

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１－４

科学技術連携施策群

１－３ 国の関与の必要性
情報量が飛躍的に増え続けていく中、必要な情報を簡便かつ的確に探し出し、
効率よく把握し、知的欲求や価値創造に如何に活かしていくかが産業の競争力
に直結する状況となっている。こうした状況において、我が国産業の競争力強
化という観点からは、企業や個人のニーズに対応できる我が国独自の次世代知
的情報アクセス技術の開発が不可欠であるが、本事業では大きく二つの点に留
意した。すなわち、事業に直結するサービスオリエンティッドな取組み、そし
て制度・環境の整備である。
特に制度・環境の整備については、民間のみのプロジェクトや過去の国家プ
ロジェクトにおいても対応はどうしても遅れがちだった。その反省を踏まえ、
制度検討を一体的に実施するよう研究会等で指摘がなされた。また、このよう
な新たなサービスを事業化する際、制度・環境の整備や基盤となる新たな基盤
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技術開発において大きなリスクが伴うため、経済産業省が主導し、産学官が連
携して効率的に本事業を行う必要がある。
同様の問題意識のもと、Quaero、Theseus 等、欧州においても同様に国費を投
じており、我が国においても、国際競争力を強化する観点から官民が一体とな
ってその知見を結集し、取り組むことが不可欠である。更に国際競争力という
観点から、OECD、ISO 等、国際機関への働きかけ、国際標準化の推進も必要であ
り、この点からも産学官の連携による取組みが非常に重要である。

7

２．研究開発目標
２－１ 研究開発目標
国際競争力の強化と市場・産業の発展、活性化を促進するため、
「先端事業に
よる実証」、
「制度・環境の整備」、
「技術開発」を三位一体で取り組むこととし、
それぞれにおいて目標を設定した（図２－１）。
先端事業による実証
先端事業による実証
目標：「次世代知的情報アクセス技術を用
目標：「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
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
検証と、制度的課題の抽出、ならびに技術
面の検証」
面の検証」

国際競争力の強化と市場・産業
の発展、活性化を促進

制度・環境の整備
制度・環境の整備

技術開発
技術開発

目標：「事業者が次世代知的情報アクセ
目標：「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
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」
開する上で必要となる制度環境の整備」

目標：「先進的なサービスを展開する上で
目標：「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
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」
の開発と、汎用化・共通化」

図２－１

三位一体の取り組み

２－１－１ 全体の目標設定
表２－１

全体の目標

目標・指標

設定理由・根拠等

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。

大量に蓄積していく情報を有効に活用
し、新たなビジネスやイノベーション
の創出に結びつけ、国際競争力の強化
と市場・産業の発展、活性化を促進す
る上で必要なため。加えて、先端事業
による実証が先駆けとなり、制度環境
の整備、技術開発につなげるため。

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。

グローバル経済の中で先進的なサービ
スが自律的に展開していく上で、プラ
イバシー、著作権を始めとする制度的
な課題への対応が必要であるため。

目標３：技術開発
先進的なサービスを展開する上での技
先進的なサービスを展開する上で必 術基盤となる、多種多様な大量の情報
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要となる次世代知的情報アクセス技術 の中から必要な情報を的確に解析する
の開発と、汎用化・共通化。
ための汎用的・共通的技術が必要であ
るため。
２－１－２ 個別要素技術の目標設定
表２－２
要素技術

個別要素技術の目標

目標・指標

設定理由・根拠等

先 端 事 業 に よ １）パーソナル情報を活用したサー センサ技術等を活用した
る実証
ビス分野
パーソナル情報の蓄積が
プライバシーに配慮した上で、 進んでおり、我が国の強
プロファイルや行動履歴等に基 みを活かした産業創出が
づき、各自の生活に適した情報を 期待されるため。
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。
２）健康サービス分野
高齢化による医療費が大
健康・医療情報等を利用するこ きな課題となっており、
とで、医療の質の向上に貢献する IT を活用したサービスの
情報薬サービス（情報により人を 高 度 化 が 期 待 で き る た
健康にするサービス）を実証す め。
る。
３）安全・安心な社会対応サービス
分野
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。

組織内に蓄積した安全・
安心分野の情報を有効利
用することで社会インフ
ラの安全・安心の向上が
期待できるため。

４）リッチコンテンツを活用した次
世代型サービス分野
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。

通信の高速化により、動
画等の流通が拡大してお
り、リッチコンテンツに
関連した先進的なサービ
スの創出が期待されるた
め。
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制度・環境の整 １）個人情報保護法等の制度のあり
備
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。

パーソナルサービスの推
進を図る上でプライバシ
ー保護との両立が不可欠
であるため。

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

次世代知的情報アクセス
技術を用いた先進的なサ
ービス展開を実現する上
で法制度上の位置付けの

開する上での著作権法等の制度 明確化が不可欠であるた
のあり方を検討し、環境を整備す め。
る。
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。
技術開発

本事業の成果として創出
される新たなサービスが
国際的に普及するために
は国際標準化の推進が必
要であるため。

１）個人情報管理
パーソナルサービスの推
プライバシーや個人情報を十 進を図る上でプライバシ
分に保護しつつ、個人に関する情 ー保護との両立が不可欠
報を有効に活用するための個人 であるため。
情報匿名化技術等を開発する。
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。

エンドユーザーにとって
使い易さを創出し、技術
の普及促進を図るために
不可欠であるため。

３）リッチコンテンツ解析
リッチコンテンツを活用
画像・動画などを効果的に解析 した先進的なサービスの
する次世代画像・映像解析技術、 創出を図るため。
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
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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。
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。
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膨大に蓄積されるデー
タ、特に行動データを効
率的に解析し、サービス
提供に結び付ける上で不
可欠であるため。

３．成果、目標の達成度
３－１ 成果
３－１－１ 全体成果
先端事業の実証では、先進的なサービスの創出に必要な技術、制度について
多様なサービス分野において実証を実施し、3 年間で延べ 22 の実証事業を実施
した。その中では、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
サービスの有用性を確認できた。医療情報を活用したサービスでは、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。映像、画像、ブログ検索等のリッチコンテンツ分野
のサービスでは、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。
また、今後社会で広く利活用される見込みの共通技術を検証すると共に、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。
制度・環境の整備では、著作権法改正に向けた提言やパブリックコメントな
どによる継続的な働きかけにより、平成 21 年 6 月に、
「著作権法の一部を改正
する法律」
（平成 21 年法律第 53 号。以下「改正著作権法」という。）が成立し、
検索サービスのための複製が著作権法上位置づけられた。その法改正を踏まえ、
次世代サービスの可能性を調査するとともに、新たな制度的課題の有無等を検
討し取りまとめた。また、新市場（パーソナル情報市場）の創出に向けて、制
度・技術の両面からパーソナル情報の利活用を促進するための取組みを実施す
るとともに、プロジェクト成果を次世代パーソナルサービス推進コンソーシア
ムに承継した。また、国際競争力の強化のため、パーソナル情報関連の取組み・
成果について、技術・制度の両面から国際展開活動を実施し、ISO や OECD など
に提案することで国際展開に向けた足がかりを構築した。
技術開発では、先進的なサービスの創出に汎用的に活用可能な 59 の共通技
術を開発した。その中では、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。また、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。
このように、情報大航海プロジェクトでは、先端事業の実証、制度・環境の
整備、技術開発の三位一体の取り組みの中で、国際競争力の強化と市場・産業
の発展、活性化を促進するための多様な成果を上げることができた。
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３－１－２ 個別要素技術成果
（１）先端事業による実証
先端事業による実証では、先進的なサービスの創出に必要な技術・制度につ
いて多様なサービス分野において実証を実施し、3 年間で延べ 22 の実証事業を
実施した。主な実証分野としては「パーソナル情報を活用したサービス分野」、
「健康サービス分野」、「安全・安心な社会対応サービス分野」、「リッチコンテ
ンツを活用した次世代型サービス分野」があり、以下に示すような成果を上げ
た。
①

パーソナル情報を活用したサービス分野

パーソナル情報を活用したサービス分野では、主に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した。また、パーソナル情報を利活用する場合の制度
的な課題に対応した。
ここでは、パーソナル情報活用分野の実証事業の中でも主要な位置付けであ
る、
「マイ・ライフ・アシストサービス」と「ラダリング型検索サービス”ラダ
サーチ”」の成果について記述する。
（a）マイ・ライフ・アシストサービス
マイ・ライフ・アシストサービスの実証事業では、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。
本実証事業により、個人の行動を理解した情報配信は、日常的・一斉的な情
報配信と比較して利用者の閲覧率が高く、中でも独身女性等は、来店率、購買
率についても向上することが判った（図３－１）。
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閲覧

行動ベース情報配信（例）：
独身女性層；職場で帰宅前の
タイミングに配信
タイミングに配信

来店

購買

※配信当日の購買
利用者の匿名性を守りながら、行動に合わせた
※配信当日の来店
※配信当日の閲覧
※推薦商品以外の
全く新しいマーケティング手法が可能になる！
購入含む

セール今日までだ！
セール今日までだ！
これは寄らなきゃ！
これは寄らなきゃ！

そろそろ仕事も終わり。
そろそろ仕事も終わり。
帰りどこか寄ろうかな・・・
帰りどこか寄ろうかな・・・

～今月の催し物～
今月の催し物～
★Spring Festa開催中
Festa開催中!★
トレンドを取り入れた旬の
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄをご提案します。

※配信対象者：
百貨店モニター
（約200名）

帰宅途中の乗り換え駅で
立ち寄り

配信回数

閲覧率

来店率

799回

73.5%

27.9%

＜今までの手法との比較＞
■ 一般的な広告のCTR
■ 募集関係のCTR
■ インセンティブがある場合

図３－１

購買率

16.3%

■ 来店をリアルタイムに知る手段
⇒ FeliCa R/Wへのアクセス等 コスト高い
■ リアルタイムに、閲覧⇒来店⇒購買を観測する
仕組みは無かった

⇒ 3～4％
⇒ 4～5％
⇒ 10％超

行動に基づいた情報配信の有効性

また、GPS 携帯電話の行動情報だけでなく、鉄道（IC 乗車券）や自動車（カ
ーナビ）といった異種の行動情報をプライバシーに配慮しながら統合的に活用
できることも実証できた（図３－２）。

①NWアクセス状況
時刻・属性・嗜好・対象
リマインド情報

②PASMOを使った駅乗降
データとGPS携帯位置
情報の組合せ＋購買連携

④ドライブシーンや行動
状況に合った情報配信
③自動車の行動特性
カーナビとの連動による一般
道、高速道路での行動予測
（目的地、経由地、周辺）

PC、携帯、情報家電

観光地

POS

鉄道・バス
家庭

行動連鎖型
電子チラシ

利用者間の
情報交換
（渋滞・事故・工事）

FeliCa、車内NW、
駅改札、無線LAN

FeliCa
POS

カーナビ （VICS、GPS）

自動車
レストラン
日常・非日常ドライブ

行動連鎖型
電子チラシ

POS

⑤事前のNWアクセスと
実来店の関係
途中の行動特性

店舗
⑥店舗のPOSデータの
統計的なリアルタイム
消費動向特性

図３－２

⑦散歩経路による移動
散歩

GPS、カメラ

異種の行動情報との統合

技術面では、自己情報コントロールと匿名化した情報の二次利用を両立する
技術、複数のレコメンデーション技術を統合した効果的な推薦技術等について、
その有効性を実証している。また、本実証で開発した位置情報の匿名化技術に
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関しては、汎用化し、現在次世代パーソナルサービス推進コンソーシアム等に
展開されているパーソナル情報保護・解析基盤（個人情報匿名化基盤）に実装
されている。
制度的な課題への対応の点では、個人情報を匿名化する機能により情報の二
次利用の可能性を検証するとともに、自己情報コントロール機能を提供するこ
とで、利便性のために個人が情報の開示、提供を行う可能性についても確認で
きた（図３－３）。
プライバシ性が高い情報を提供しても精度が高い情報が欲しいという被験者が多かった一方で、過去の行動を振
り返ったときの必要に応じた削除や、滞留場所による匿名化ポリシーの変更が必要であるという意見が得られた。

匿名性低
よく行く場所
仕事場

１回
２～３回
４回以上

203(380)
155
22

アンケート： 提供する情報のプライバシ性を制御するための匿名化ポ
リシー（プライバシ情報設定）が、「必要である」、「まあ必要である」と
答えた被験者は77.4%
グループインタビュー： プライバシ性が高い情報を提供しても精度が高
い情報が欲しいという被験者が多かった一方で、過去の行動を振り
返ったときの必要に応じた削除や、滞留場所による匿名化ポリシーの
変更が必要であるという意見が得られた。

図３－３

よく行く場所
仕事場

自宅

よく行く場所

自宅

匿名性中

仕事場

自宅

匿名性高

匿名化ポリシーの変更回数とアンケート結果

このように、複数のサービス、事業者を組合せ、行動情報を解析し、最適な
情報を提供することで、商業的な価値を創出する新たなサービスの有効性、実
現性を検証した。
（b）ラダリング型検索サービス”ラダサーチ”
ラダリング型検索サービス”ラダサーチ”の実証事業では、利用者とシステ
ムとの対話の中で、利用者の深層心理からニーズや価値観などの情報を引き出
し、それにマッチする情報を自動で提供するラダリング技術を開発した。
本技術を適用することにより、商品やサービスに対する納得感が高まり、商
品・サービスへの信頼感や親近感の向上が期待できることを検証した。アンケ
ートの結果、
「自分の気持ちを理解して寄り添ってくれる感じがする」という質
問に対し、45％の人が「そう思う」と回答した。
加えて、以下のようなサービスにおいて応用の可能性があることを確認した。
・個人が保有する高度なノウハウを本サービスに入力することで、第三者への
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ノウハウの継承・展開が可能になる。
・商品販売や営業支援に用いることで、顧客の深層心理を汲み取った顧客が求
める商品を提案できる。
・年金相談／ジョブカード／就職相談／各行政システム等の相手との対話を必
要とするサービスで利用できる。
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）を実証した。
ここでは、高齢化社会に対応した健康サービス分野の実証事業の中でも、主
要な位置付けである「次世代解析技術を活用した携帯情報端末などを用いた循
環方式による健康管理（ｅ－ｃａｒｎａ）」の成果について記述する。
（a）次世代解析技術を活用した携帯情報端末などを用いた循環方式による健康
管理（ｅ－ｃａｒｎａ）
ｅ－ｃａｒｎａの実証事業では、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、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。
本サービスを利用することで、特定健診・保健指導制度の保険指導面談にお
いて、医療従事者の患者一人に対する面談時間を 22 分から 12 分に短縮するこ
とができ、面談にかかる時間を 4 分の 3 に削減できる可能性が確認できた（図
３－４）。
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特定保健指導 初回面接の一例
生活習慣改善プログラムの説明
↓
サポーターの確認
↓
健診結果から見たリスクの判定
↓
生活習慣ふりかえりシート
↓
生活習慣改善の努力レベルは？
↓
ゴール設定
↓
取り組めないこと
↓
行動目標の設定
↓
行動目標の記録について
↓
登録内容の確認
↓
個人面談報告書のダウンロード
↓
面接コメント

全１２ステップ 必要時間：約 ４０ 分

図３－４

センサを用いて行動解析を行うと・・・
生活習慣のふりかえりが簡単
・センサから得られる項目をふりかえる必要がなくなる
・センサ情報をきっかけに、行動を思い出しやすくなる

１０分→ ５分に ５０％削減
実際の生活に則した目標の設定が可能
・センサで得られた行動履歴から、変更できそうな部分を
目で確認しながら考えることができる
・対象者の気付かなかったポイントなどを、面接者が指摘
できるため、より適切な指導ができる（質の向上）

１２分→ ７分に ４２％削減

10分の時間短縮/対象者が可能！
または

年間1,000人多く指導できる！
または

人件費を4分の3に減らせる！

特定健診・保健指導制度の保険指導面談における効果

加えて、本サービスを利用することで、通院では判明しなかった高血圧症、
糖尿病などの病態が判明し、入院治療となった例もあり、隠れた医療リスクの
検出においても有効性が検証できた（図３－５）。
mmHg

血圧（収縮期）

「逆白衣高血圧症」の検出例→

血糖値

mg/dl
A→
C
↓

B→

時間（日）

←恒常的に血糖値が高い人の検出

時間（日）

図３－５

隠れた医療リスクの検出例
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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
実証した。
ここでは、安全・安心な社会対応サービス分野の実証事業である｢新総合安全
運航支援システム｣の成果について記述する。
（a）新総合安全運航支援システム
新総合安全運航支援システムの実証事業では、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の予兆管理をする技術を開発した。また、それらの分析
により、安全運航管理の効率的、効果的な推進が可能であることが実証された。
実証事業において従来の安全管理分析手法と比較した結果、本システムを利
用した場合は 730％分析能力が向上する試算が出ている（図３－６）。
トラブルレポート

イベント連鎖
↓
ATCによる降下指示
↓
天候)CBの影響あり
↓
ベルトサインの判断
↓
20000ftを通過
↓
ベルトサインの操作
↓
PAの操作
↓
18000ftを通過地点
↓
Configuration操作
↓
高度が低すぎ
↓

【タイトル】 QNHのSET遅れによる高度
の逸脱
【本文】 当日は台風が接近しており、
GUM周辺の天気は雲が多く、また気圧
も2909inと低かった。
その日のPFはCAP、PNFはFOであった。
GUMへの進入の際、GUM CTRから
Initial 17000ftの降下指示があった。
コース前方にCBがあったので、早めに
ベルトサインを点灯しようと思い、
20000ftを通過した頃、PF自らPAを行
い、ベルトサインを点灯した。PAも終了
しベルトサインも点灯し終わった頃、高
度を見ると18000ftを丁度通過すると
ころであった。すぐさまQNH(2909in)を
Setしたが、結果的に17000ftを500ft
程、突き抜けてしまった。

【リスクモデリング】

トラブル発生モデル

【リスクシミュレーション】

トラブルレポートのテキスト記述から、イベント
（条件、事象、出来事）の連鎖を抽出

複数のトラブルレポートから抽出された複数のイベン
ト連鎖を統合してトラブルに至るまでの経過を可視化

３名の分析者が３日で分析

５名の分析者が１５日を要していた分析
７３０％アップ

図３－６

新総合安全運航システムの分析の効率化

また、人手の分析では検出できないトラブル発生モデルを検出可能であるこ
とも確認できた。さらに、他の社会インフラ企業も含めて結成している実用化
コンソーシアム（後述）に参加した 3 社 5 部門の実務担当者が本システムを実
際に利用した結果、全ての部門で有用性を確認でき、継続使用の意向が得られ
た。グローバル対応に関しても、海外 4 社(者)において評価を実施し、実務適
用への有益性があるとの評価が得られている。
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④

リッチコンテンツを活用した次世代型サービス分野
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
ビスを実証した。加えて、Web 時代の法的な課題と問題点を明確化した。
ここでは、映像、画像、ブログ検索に関して技術開発を行った実証事業「サ
グールテレビ」、「View サーチ北海道」の成果について記述する。
（a）サグールテレビ
サグールテレビの実証事業では、面白い順に検索結果を表示する技術や、あ
いまいな要求に対応した推薦エンジン等を開発し、これを活用した動画検索サ
ービスを実証した。このような人間の感覚に配慮した技術を動画検索サービス
に組み合わせることで、ユーザーの満足度がより高い、新たなサービスを実現
できる可能性が検証できた。能動性の低い状態で長時間流し見する形態のサー
ビスが有効であることが実証でき、実際にサグールテレビでのサイト滞在時間
は Youtube よりも 42%長かった（図３－７）（図３－８）。

目的志向

能動性の低い状態で
長時間流し見

※ユーザー行動をデータベースに蓄積して計測

図３－７

サグールテレビでの利用データ

■Youtubeとサグールテレビ滞在時間の比較

サービス名
YOUTUBE
※2008年2月データ
Ｄａｔａ）Ｗｅｂ Ｒｅｐｏｒｔ

平均滞在時間
11:59
/ ビデオリサーチインタラクティブ

サービス名
平均滞在時間
サグールテレビ
17:04
※2008年3/6-3/12データ
Sitetracker8.0を使用し、アクセスログから測定

図３－８

YOUTUBE とサグールテレビの滞在時間の比較

加えて、本実証事業終了後も数多くの人がサグールテレビを利用している。
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2009 年 1 月は 100 万人の利用者がおり（2008 年 2 月～2009 年 1 月では累計 500
万人の利用者）、ソーシャルブックマーク数は 640 を超えている。
本実証事業で開発された検索システムは、テレビ、メーカーの試作機に搭載
されたほか、産経新聞の Web サービス「イザ」などで活用されており、実用性
も高い。
また、著作権に関して、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。
（b）View サーチ北海道
View サーチ北海道の実証事業では、キーワードでは探せない情報や大量の候
補の中から、感覚的な画像検索を可能にする画像検索サービスを開発した。実
際の使用アンケート結果では、
「役に立つ」との回答が 81％、
「楽しい・面白い」

との回答が 77％あり、大量の画像等を使用する直感的な画像検索サービスの有
用性を検証することができた。
高齢者との親和性
さらに、高齢者との親和性とも高いということも分かっており、デジタルデ
 実証実験アンケートでは、高齢者（60歳以上）ほど・インターネット歴が浅いほどが「わか
バイド解消にも有効性であることも実証した（図３－９）（図３－１０）。

と回答する率が高く、デジタルデバイドを克服する技術として有効と考えられる
使い方はわかりやすいか？

齢が高いほど
わかりやすい」「役にたつ」
回答している

0.4%

60才以上

17.7%

50.0%

28.0%

3.9%

60才以上

29.3%

1.3%

40-59才

アンケート回答者数
60才以上
232人
40-59才
543人
40才未満
336人

役に立

40才未満

12.7%

49.9%

11.0%

29.7%

50.0%

6.4%

28.3%

8.6%

40-59才

19.9%

40才未満

19.6%

2.1%

以上）ほど・インターネット歴が浅いほどが「わかりやすい」「役に立つ」
とてもわかりやすい わかりやすい どちらともいえない 難しい とても難しい
克服する技術として有効と考えられる
図３－９ 高齢者における使い易さ

とても思う

思う

役に立

使い方はわかりやすいか？

やすいか？

ット歴が浅いほど
わかりやすい」「役にたつ」0.4%
28.0%
3.9%
回答している

アンケート回答者数
29.7%
3年未満
135人
3-10年
484人
10年以上
492人
28.3%

1.3%
6.4%

8.6%

難しい

17.0%

60才以上
3-10年
40-59才

48.9%

29.3%
12.6%

50.0%

19.9%

59.1%

19.6%
とてもわかりやすい

55.1%
わかりやすい どちらともいえない

とても思う

どちらともいえない

思う

図３－１０
2.2%
7.4%

3年未満

28.1%

6.8%
0.2%
18.4%

50.2%

29.7%

6.1%

1.2%
20.8%
3.6%
難しい とても難しい
0.9%

あまり思わない

まったく思わない

1.5%
57.0%

11.1% 2.2%
0.0%

1.2%
29.3%

6.8%

3-10年

21.3%

59.1%

28.1%

18.2%

3-10年

21.3%

10年以上

20.5%

2.4%

高齢者による有用性評価
役に立つサイトか？
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3年未満

9.9%0.4%
1.2%
29.3%

40才未満

とても難しい

7.4%
0.0%

60.3%

12.8%

やすいか？

24.4%

24.4%

10年以上

2.1%
どちらともいえない

2.2%

役に立つサイトか？
3年未満

どち

1.4%

とても思う

思う

どちら

* アンケート質

View サーチ北海道の開発過程で作られた技術群「ImageCruiser」は SaaS アプ
リケーションとして既に商用化されており、現代美術を販売するタグボートで
正式採用されているほか、楽天やセシール、エムシープラスで試験的に採用さ
れた。
（２）制度・環境の整備
本プロジェクトでは、先進的なサービスを展開する上で必要となる制度基盤
を整えるため、個人情報保護法や著作権法などの法制度のあり方について 3 年
間を通じて検討を行った。加えて、国際競争力強化のための取組みとして技術
面、制度面、双方において国際標準化を推進した。
①

個人情報保護法等の制度のあり方検討と環境整備

消費生活分野における先進的なサービスを展開する上での法制度面での課題
については、プライバシーに配慮して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）の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）」として取りまとめるとともに、今後のア
クションプランを策定した（図３－１１）。「パーソナル情報の利用ガイドライ
ン（案）」は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。
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図３－１１ パーソナル情報の利用ガイドライン（案）構成
②

著作権法等の制度のあり方検討と環境整備
リッチコンテンツ分野における先進的なサービスを展開する上での法制度面
での課題については、情報検索サービスのための複製を著作権法に明記するた
めの改正を働きかけ、平成 21 年 6 月に改正著作権法の成立を実現した。その結
果、検索サービス事業のための複製が著作権法上位置づけられた（図３－１２）。
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2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

プロジェクトマネジメント

情報大航海ＰＪ
実証事業
2006.7
2005.12

情報大航海プロジェクトコンソーシアム

ＩＴによる「情報大航海時代」
の情報利用を考える研究会
情報大航海研究会

著作権、個人情報保護等、
検索エンジンに係る法的論
点を整理し、法令化等の施
策検討の必要性についてと
りまとめた。

「著作権を考える各界連絡
会」として「著作権法改正要
望書」提出研究会の成果を
「デジタル対応ワーキング
チーム」へ報告

2007.10

著作権に係る取り組み
・「中間まとめ」を踏まえた実証事
業の対応方針整備
・改正を見据えた課題検討
実証事業等の
パブリックコメント
平成19年度中間まとめ
・検索エンジンが著作権侵害にな
るおそれがあることを指摘
・著作者の権利との調和と安定的
な制度運用に配慮しながら権利
制限を講ずることが適当

検索サービス事業
が可能に

2009.6.12

▲

文化審議会著作権分科会 法制問題小委員会 デジタル
対応ワーキングチーム

知的財産推進計画2008

▲
知財戦略本部

図３－１２

改正法成立
（2010年1月
施行）

2008.6

著作権法改正までの流れ

さらに、改正著作権法を踏まえた先進的なサービスの可能性を調査し、事業
者が新しいサービスを安心して提供できるようにするための事業者向け解説書
「平成 21 年著作権法改正のポイント」を作成するとともに、新たな制度的課題
について「産業活性化」「文化保護」「権利保護」の観点から改善の方向性を検
討した。なお、改善の検討に携わった有識者を中心に提言がまとめられ、平成
22 年 7 月に文化庁へ提言が行われている。
③

国際標準化の推進
国際競争力強化のための取組みとして、パーソナル情報関連の取組み・成果
について、技術・制度の両面から国際展開活動を実施した。具体的には、ISO や
OECD などにおいて、情報大航海プロジェクトにおけるパーソナル情報関連への
取組みを紹介し、意見交換等を実施した。パーソナル情報を匿名化して安全に
二次利用スキームについて OECD の WPISP で発表するとともに、参加各国へのサ
ウンディングを行った。その結果、制定 30 周年を迎えた OECD プライバシーガ
イドラインの見直しの中でも匿名化というキーワードが出てきており、国際機
関におけるパーソナル情報活用の議論の起点をつくった。また、ISO/TC211 にお
いても匿名化技術に関する紹介を行い、技術的な標準化の足掛かりを構築した
（図３－１３）。
なお、技術面での標準化に関しては、後述する PI 基盤において重点的に推進
している。
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OECD WPISP

ISO/TC211

図３－１３

OECD WPISP、ISO/TC211 での発表

（３）技術開発
技術開発では、先進的なサービスの創出に汎用的に活用可能な 59 の「共通技
術」を開発した。アーキテクチャーに基づき整理した共通技術を以下に示す（図
３－１４）。
凡例

実証事業システム

：2007・2008年度に開発・改良され、他共通技術と
統合・連携した技術
：2009年度に新規開発を行う共通技術（候補）
：その他技術

：重点化サービス共通技術
：サービス共通技術
：基盤共通技術

個人情報管理層

知的財産管理

サ
ー
ビ
ス
連
携
層

ユーザー
インタフェース

200706-08

ｱﾆﾒやｹﾞｰﾑ感覚を取り入れた
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ生成支援

200704-03

画像の発見のためのﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ基盤

200703-04

ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｻｰﾁ（視覚化検索）

200704-05

画像ﾃﾞｰﾀの空間配置ｴﾝｼﾞﾝ

200704-08

３次元表現による画像間の関連性発見
のための可視化ﾂｰﾙ

200704-09

画像検索におけるﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨ

200703-06

FLASHｲﾝﾀｰﾌｪｰｽのｺｱｸﾗｽ

収集・配信

2007ｵｰﾌﾟﾝｵｰﾊﾞｰﾚｲﾈｯﾄﾜｰｸ基盤
05-02
（※2008年度にプロファイル情報解析基盤に連携・統合）

情報統合

200706-01

CG

音声インタフェース

携帯電話のRFID/QRｺｰﾄﾞを用いた
商品ﾃﾞｰﾀ取得

ジェスチャ入力

ユーザをインタラクティブに支援する
「携帯ｱｼｽﾀﾝﾄ」

200701-02

200808-01

（
サ
ー
ビ
ス
固
有
部
分
）

2009-01-01

プライバシ情報セキュア流通基盤
（2007-01-04
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ情報保護基盤）

2009-Infra-A

パーソナル情報保護・解析基盤
（2008-Infra-A
プロファイル情報解析基盤）
（2008-Infra-C
個人情報匿名化基盤）
（2007-Infra-C1
個人情報匿名化技術
・統計的匿名化
・非統計的匿名化
（仮名化・切り落とし））

200809-C

映像からのｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ抽出・追跡

200908-A

200802-01

動画ｺﾝﾃﾝﾂの同一性検知技術

200706-06

200809-A

画像・映像解析
個人情報匿名化

画像類似性判定ｴﾝｼﾞﾝ

200７09-03

リ
ッ
チ
コ
ン
テ
ン
ツ
解
析
層

2007-Infra-C2

決定木による「高品質」なFLASHの判別
映像の意味理解のための基盤技術

自然言語解析

CGM理解のための日本語解析基盤

20081２-A

動画へのﾒﾀ情報の付加

200909-A

200706-03

個人情報のｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼ情報の開示先制限

200701-08

200703-15

表記ゆれの解析と正規化

PI（Place Identifier）基盤

200902-03

複数の推奨エンジンの選択・組合せが
可能なマルチモード推奨
行動履歴と「ｺﾝﾃﾝﾂの文脈」に
基づくﾚｺﾒﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

200701-09

行動履歴に基づくﾚｺﾒﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

200812-C

ｻｰﾋﾞｽの性質に応じて推薦のしかたを
選べるﾚｺﾒﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

200708-01

ﾘｯﾁｺﾝﾃﾝﾂ
・画像、映像
・音声
・ｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀ
・3D/GIS
・ﾃｷｽﾄ

【画像・映像ハンドリング基盤技術】
（圧縮、符号化、変換）

映像との相関関係まで
着目した音響解析

時間軸に沿った流行語の抽出

200903-01

ﾗﾀﾞﾘﾝｸﾞ対話ｴﾝｼﾞﾝ

200702-04

ﾚﾎﾟｰﾄ文書のレﾎﾟｰﾄ文のｶﾃｺﾞﾘｰ分類

200703-12

ﾍﾞｲｼﾞｱﾝﾌｨﾙﾀを用いた文書判別

200703-08

Webからの特定ｱｲﾃﾑに関するﾃﾞｰﾀ抽出

類似ﾃｷｽﾄｺﾝﾃﾝﾂの検索

情報要約

機械翻訳

辞書生成

形態素解析/構文解析

意味解析

情報抽出

情報フィルタリング

200806-01

センサ情報に基づく行動解析基盤

200703-03

実世界の行動とﾈｯﾄ上の行動を
統合したﾕｰｻﾞ特性推定

ヘルスケアのための
クリティカルﾊﾟｽエンジン

200804-01

2007- 加速度ｾﾝｻｰから収集されたﾃﾞｰﾀに基づく
05-01
日常身体活動性類型化ﾓﾃﾞﾙ

200910-A

クラス分類

200806-03

e空間ﾚﾎﾟｼﾞﾄﾘ

「流行」を反映したｸｴﾘの提示

200902-01

治療計画立案エンジン

200902-02

情報薬調合エンジン

200906-A

健康管理自己情報コントロール技術

その他統合型の
レコメンデーション

200904-01

ﾘｽｸﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ&ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

各種クラスタリング技法

200703-02

文書群の内容を可視化する
「ﾃｷｽﾄ･ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ」

ストリームマイニング

200905-A

行動情報マイニングエンジン

グループ属性・エリア情報抽出技術

確率モデル

無線LAN端末による位置測定

ｺﾝﾃﾝﾂ評判解析

2007- TPOに応じた推薦ができるコンシェルジュ型
06-05
ﾚｺﾒﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

ﾃﾞｰﾀﾏｲﾆﾝｸﾞ基盤技術
頻出パターンマイニング

映像監視

フォークソノミーの利用

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃﾞｰﾀ表現の策定及びﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃﾞｰﾀを
用いたﾕｰｻﾞｰ特性推定技術）

2007Infra-A1
200807-04
200807-03

類似画像検索

【画像処理基盤技術】
(特徴抽出、オブジェクト抽出、人物認識 等 )

（2007-Infra-A2

データマイニング

オントロジ構築

対象物の関係性把握のための
ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾂｰﾙ

データ信憑性認証

200806-02

セマンティックウェブ

動画視聴履歴を用いたｿｰｼｬﾙﾀｷﾞﾝｸﾞ

映像ジャンル分類

ジェスチャ認識

面白い順に検索結果が現れる「ｵﾓﾛ検索」

検索ｴﾝｼﾞﾝの多次元評価と
ﾛﾝｸﾞﾃｰﾙ部分からの情報抽出

2008-Infra-A
プロファイル情報解析基盤
（※2009年度にパーソナル情報保護・解析基盤に統合）

大規模リソース
管理

図３－１４

CGMからの記事情報の抽出

3Dインタフェース

動画のweb上での評判情報の取得

200706-07

意味の似ている言葉の抽出

200703-05

入力ｷｰﾜｰﾄﾞに対する関連ｷｰﾜｰﾄﾞの提示

200907-A

2007Infra-B2

200703-10

複数話者、雑音下、
口語体の音声認識
200810-A

200703-14

レコメンデーション

シーン理解

200811-A

200703-01

ｺﾝﾃﾝﾂ・ｻｰﾋﾞｽ
信頼性評価

プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
情
報
解
析
層

e空間映像解析技術

200704-07

【映像処理基盤技術】
(カメラワーク抽出、セグメンテーション
テロップ認識 動き特徴抽出 動き予測
追跡 ショット分割 代表フレーム抽出
ハイライトシーン検出 等)

音声認識基盤技術
音響特徴抽出 音声認識 音声識別 等

音声・音響解析

200901-02

セキュリティ基盤

シーン分類

200807-01

時空間情報解析

プライバシ・プリザービング
データマイニング
・統計的開示制御法
・ルール秘匿法
・再構築法
・セキュア計算法

200703-13
2008Infra-B

映像のｼｰﾝｶｯﾄ・ｴﾝｼﾞﾝ
画像特徴量の抽出ｴﾝｼﾞﾝ
写ﾒｰﾙでｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞされたCGMの写真認識

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃﾞｰﾀ
・行動履歴
・購買履歴
・嗜好情報 等
2007Infra-A3

多変量解析

e空間フォーマット
自然言語ｲﾝﾀﾋﾞｭｰを用いた
Webｱﾝｹｰﾄ管理

グリッドコンピューティング

クラウドコンピューティング

ﾏｲﾆﾝｸﾞ技術の
検証用ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
ﾃﾞｰﾀ収集

超高速データアクセス

情報大航海プロジェクト「共通技術」アーキテクチャー図
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API

ｶﾒﾗ・ｾﾝｻ搭載のﾜｲﾔﾚｽ端末

複数サイトにまたがるWebサービス連携のための基盤技術
・サービス連携プログラム自動生成技術
・複数サイトシステム稼動状況一括把握技術 等

異業種連携サービス基盤

コンテンツの
知的財産権保護

コンテンツ不正利用防止
（ネットポリス、電子透かし等）

スケッチクエリ

200709-01

Web-API

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した。
ここでは、その個人情報匿名化機能の中でも主要な位置付けである「パーソ
ナル情報保護・解析基盤（個人情報匿名化基盤）」の成果について記述する。
（a）パーソナル情報保護・解析基盤（個人情報匿名化基盤）
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
用的な匿名化技術である。個人を識別できる要素を外した上で、情報を解析で
きるようにする基盤で、本人を特定できる可能性を排除することで、本人の不
安感や不快感を無くすことが可能である。
必要な匿名化手法を選択でき、柔軟に追加拡張できる汎用的なデータ匿名化
技術である点、データ属性に対して匿名化処理の優先度設定やマルチスレッド
対応の匿名化処理により実用規模のデータ匿名化処理が可能である点で、新規
性、独創性がある（表３－１）。
表３－１

個人情報匿名化基盤と類似技術との比較

名称

概要

匿名化手法

「個人情報匿名化
基盤」 [2010]
経済産業省（日）

指定したｋの値と匿名化手法
に基づいて、k 匿名化を実行
し、匿名化データとともに、匿
名化指標などの処理結果を出
力する基盤プラットフォーム

単純匿名化
階層探索型
クラスタリング
型
対話型

k 匿名性

匿名化指標

その他機能

実用性

PARAT [2009]
Privacy Analystics
Inc./オタワ大学
（カナダ）

再識別リスクの評価を行い、
尐ない情報損失とレコード削
除数で指定したリスク値を満
たす匿名化を実行するツール

階層探索型

CAT [2009]
コーネル大学（米）

指定されたℓ 多様性に基づい
て、一般化による匿名化を行
うツール

階層探索型

TIAMAT [2009]
パーデュ大学（米）

ヒストグラムや情報損失の結 クラスタリング 情報損失
果を参照しながら、対話的に
型
匿名化手法を適用するツール トップダウン型

一般化階層エディ ベンチマークデータでの
タ
実施報告
ヒストグラム表示 処理速度の言及なし

μ -ARGUS
Ver.4.2[2008]
オランダ統計局
（オランダ）

母集団一意性の評価を行い、 単純匿名化
閾値に基づいてミクロデータに 対話型
対する統計的開示制御を対話
的に行うソフトウェア

世帯リスク評価

データ統合
バージョン管理
レコード削除

汎用的なプラットフォー
ム
実用規模のデータ対応
（245万レコードを約100
分）

再識別リスク
削除レコード数
情報損失

レコード削除

商用化開始（主に医療
分野）
12万5千～4千レコード
での実施報告

ℓ 多様性

頻度表の密度分
布図
レコード削除

デモとオープンソース公
開
処理速度の言及なし

情報損失
母集団一意性
削除レコード数

レコード開示リ
スク

母集団一意性
情報損失

EU諸国における政府統
計を中心に広く利用

また、制度面における検討と連携した開発を行った点も大きな成果であり、
「パーソナル情報の利用ガイドライン（案）」と整合を図った技術となっている。
これにより技術、制度が一体となり、パーソナル情報を活用した先進的なサー
ビスへパーソナル情報保護・解析基盤（個人情報匿名化基盤）の実装を効果的
に推進することが期待できる。
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なお、同技術に関してはオープンソースとして広く公開しており、様々な分
野への適用が期待される。現在、次世代パーソナルサービス推進コンソーシア
ムにおいて、コンソーシアム参加各社が試行評価を実施中である。
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
開発した。
ここでは主な成果として、ユーザーインターフェース機能である「画像の発
見のためのナビゲーション基盤」の成果について記述する。
（a）画像の発見のためのナビゲーション基盤
検索対象となる画像の全てを、特徴量に基づいて 3 次元および 2 次元の空間
に配置する。空間中をあたかも散歩しているように、3 次元および 2 次元上で望
みの画像を感覚的に発見できる点が先進的で従来の技術と比較して優れている。
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ことが確認され
ている（図３－１５）。
画像を用いた様々なサービスに使えることから適用範囲が非常に広く、現代
美術を販売するタグボートで正式採用されているほか、楽天やセシール、エム
シープラスで試験的に採用された。また、多様なサービスに活用できるよう、
SaaS としても事業化されている。
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<2D表示>
<詳細画像表示>

<3D表示>

<関連情報表示>

マウスでズーム

クルージング・モデル
マウスでパン

図３－１５
③

ズーム ＝ 絞込み
パン ＝ 次候補

画像の発見のためのナビゲーション基盤画面イメージ

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した。
ここでは主な成果として、次世代画像・映像解析機能である「映像の意味理
解のための基盤技術」、
「動画コンテンツの同一性検知技術」、自然言語解析機能
である「面白い順に検索結果が現れる「オモロ検索」」、時空間情報解析機能で
ある「PI（Place Identifier）基盤」の成果について記述する。
（a）映像の意味理解のための基盤技術
本技術は、画像・映像の中身を解析し、概念カテゴリ（種類）毎に画像・映
像を自動で分類する技術であり、以下に示す複数の技術で構成されている。
・静止画像の解析基盤技術
・ホームビデオ映像解析基盤技術
・映像意味理解プラットフォーム
・映像の種類を特定せずに適用可能な構成ショットの分類技術
・限定された種類の映像の意味理解を実現する技術
これらの技術は、人物、顔、植物、動物、スポーツなどの種類で画像を自動
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で分類できる点、利用者が自由に定義した種類でも、学習用画像を用意すれば
システムにより学習可能な点が従来の技術と比較して優れている（図３－１６）。
一部の技術に関しては、オープンソースとして公開も行い、TRECVID（映像技
術の発展のため NIST が主催する国際的競争型ワークショップ）、MPEG7 等の国際
標準を考慮して行っている点からも、映像技術開発の基盤としての活用が期待
される。

 「映像の意味理解のための基盤技術（静止画像部分）」は、画像の特徴を認識し、その特徴から当該画像の内容
 「映像の意味理解のための基盤技術（画像）」とは、画像の特徴を認識し、その特徴から当該画像の内容を理解する技
を理解する技術である。
術である。

概念カテゴリ
へ分類
対象が
対象が
LMでない
LMでない
場合
場合

拡張概念カテゴリ
へ分類

？

屋外/植物/山

景色

？

屋外

LM

LM
へ分類

「景色」で
画像検索

「東京タワー」
で画像検索

東京タワー

対象が
対象が
LMである
LMである

景色

場合
場合

東京タワー

注）「LM」はランドマークの略

図３－１６

36種類の概念カテゴリ

9種類の拡張概念カテゴ

の中から割り当て

リの中から割り当て

36種類のLMの中から割り当て

映像の意味理解のための基盤技術（静止画像部分）イメージ

また、自分の子供の映像だけが含まれるホームビデオや、ニュース、ドキュ
メンタリー映像の作成など、様々な用途で、効率よく映像を作成・編集するこ
とができ、エンドユーザーを想定した技術となっていることが従来の技術と大
きく異なる（図３－１７）。
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技術の比較軸
使用用途
（編集対象動画の種類）

ショット／シーン
構成の精度

×

 時 間情報の みを用
富士通
富士通
映像の意味理解のた
ホームビデオ
い るため、 画像の
（映像の意味理解のた
（映像の意味理解のた
めの基盤技術
（アマチュアによる撮影）
内 容に応じ た構成
めの基盤技術）
めの基盤技術）
ができない

×

富士通
富士通
（映像のシーンカッ
（映像のシーンカッ
ト・エンジン技術）
ト・エンジン技術）

未編集映像
（プロによる撮影）

 時間情報のみを用
いるため、画像の
内容に応じた構成
ができない

電気通信大学
電気通信大学
柳井研究室
柳井研究室

未編集映像
（プロによる撮影）

 1種の画像特徴量を
用いるため、精度
は比較的高い

旭化成
旭化成

未編集映像
（プロによる撮影）

 2種の画像特徴量を
用いるため、精度
は高い

NTTサイバーソリュー
NTTサイバーソリュー
ション研究所
ション研究所
NTTエレクトロニクス
NTTエレクトロニクス

未編集映像
（プロによる撮影）

 2種の画像特徴量を
用 いるため 、精度
は高い

△

△

○

抽出可能な
イベントの種類

△

 4種類：ズーム、静
止 、高速な 動き、
不安定なブレ

 2種類

 3種類

 5種類

 8種類

×

△

○

○

生成される
メタデータの多様性

生成される
メタデータの正確性

△

N/A

 現状では4～5種類
 メ タデータ の種類
を想定しているが、
は未決定
追加･修正･削除で
きるIFを開発中

×

 画 像の意味 理解ま
では行わない

○

 20種類以上に対応
可能
 TRECVID2008*
における実績

○

 20種類以上に対応
可能
 TRECVID2008*
における実績

×
 画 像の意味 理解ま
では行わない

開発 / 実用化状況

実験段階

N/A

 画 像の意味 理解を
行っていない

実験段階

△

 適合率は5％未満と
低 めではあ るが、
TRECVID2008* 参
加者の平均程度

実験段階

△

 適合率は5％未満と
低 めではあ るが、
TRECVID2008* 参
加者の平均程度

実験段階

N/A

 画 像の意味 理解を
行っていない

実験段階

「映像のシーンカット・エンジン技術」での評価と同様

図３－１７

*映像に関するワークショップ

映像の意味理解のための基盤技術のベンチマーク調査結果
 「ホームビデオ」に関する競合は見当たらない。

（b）動画コンテンツの同一性検知技術
動画コンテンツから音の波形値や映像の画素値を基にした特徴データを抽出
し、当該特徴データを高速に照合することによって、動画コンテンツの同一性
を判断する技術である。
本技術は、音声と映像の両方から検知を行なうことにより、競合技術と比較
してノイズや务化およびコンテンツの加工に対して高い確率で検出が可能とい
う点で優位性を持っている。また、商用サービスの一例においては、特徴デー
タベースに約 2,000 時間相当のコンテンツが登録されている状態で、1 日に約
100 万分相当（例：平均 4 分の映像ファイルの場合、25 万件に相当）の処理を
行う等、効率性の高い処理能力も大きな特徴である（図３－１８）。
本技術は、第三者が著作権を有するメディアコンテンツ（音楽や映像など）
の無許可利用の問題対策や、特定のコンテンツを直接検索したいといった要望
に対応でき、動画コンテンツの適性かつ円滑な流通に大きく貢献する。
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技術の比較軸

動画コンテンツの同
一性検知技術
角川マーケティング
角川マーケティング

Google
Google Inc.
Inc.
「Video
「Video ID」
ID」

Vobile
Vobile Inc.
Inc.
「Video
「Video DNA」
DNA」

検知結果のロバスト性＊

解析処理の負荷

開発 / 実用化状況

○

○

2009年1月から実証

 オリジナル動画に加工を施した動画に対し
て、人の目と同程度の判断が可能
 音声データを用いずに、映像データのみで
ロバスト性を有する。
 特徴量の抽出が困難なアニメにおいても、
90%の検知率を目標として実証実験中

 特徴データが圧縮されており、処理の負荷
は低い。
 数千時間の動画コンテンツの特徴を
DVD1枚以下に圧縮可能

サービスを開始
（アニメに特化しない
動画全般については、
2008年12月より
Bay TSP（米）にサー

○

△

 著作権侵害コンテンツの検知率は75～80%

 大規模サーバでの処理を前提としているた
め、特徴データの圧縮レベルは低い。

ビスの提供開始）

△～○

○

 解像度、アスペクト比、フレームレート、
ファイルフォーマット等に関わらず特定可
能
 アニメに関しては他の動画と比べて検知率
が低くなる。

 対象技術と同様の分割技術を採用しており
同等レベル
 数千時間の動画コンテンツの特徴を
DVD1枚程度に圧縮可能

2007年10月より、
YouTubeにおいて
ベータテストを開始

実用化済

＊ロバスト性とは、ノイズや务化、加工が加わった動画に対して、どこまで検知できるかを意味する。

図３－１８

動画コンテンツの同一性検知技術のベンチマーク調査結果

 開発事業者は、解析処理の負担を増加させずに検知結果のロバスト性を高めているという点で優位性がある。

（c）面白い順に検索結果が現れる「オモロ検索」
ユーザーの興味／関心の度合を定量的に評価し、検索クエリに対して、評価
に基づいた最適な検索結果を抽出する技術である。
競合技術と比較して、対象コンテンツ数や重み付けに使用する情報量で優位
である。また、従来の技術と異なり、検索履歴による評価だけでなく、Web クロ
ールによって収集したテキスト情報等からコンテンツへの興味／関心を算出す
る点において新規性が高い（図３－１９）。
本技術を適用することで、大量のコンテンツを保持しながら利用者に対し効
果的にコンテンツを提供できないテレビ局・映画会社・出版社などでは、効果
的にインターネット上でコンテンツを提供するビジネスが展開できる。
また、本技術は既に実用化されており、平成 19 年度から平成 21 年度の 3 年
間で、日本テレビ、フジテレビ、角川マーケティング、サントリー、キューピ
ー等の企業で 44 件の商用化実績が存在する。
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技術の比較軸
重み付けのできる
コンテンツ数

面白い順に検索結果
チームラボ
チームラボ
が現れる「オモロ検索」

重み付けに使用する
情報量

○

○

×

 数千万件
 1日30万件増加、
2009 年 2 月 に は
5,000万－6,000万
件に達する見込み

 Webクロールを用い
ているため、ブログ
だけでなく掲示板や
Webページにも対応
している。

 統計的に割り出した
動画との位置関係を
もとに抽出箇所を特
定している。
 72％の精度

×

×

 800件程度*
 ブログのみ
 公開中／1週間内
 当初はgooブログ
NTT･NTTレゾナント
NTT･NTTレゾナント
に公開予定の映画
にのみ対応すると
「オピニオンReader
「オピニオンReader for
for 映画」
映画」
に限定しているが、
考えられる
汎用性は高いと考
えられる

東芝
東芝
「ユビdeコミミハサンダー」
「ユビdeコミミハサンダー」

重み付けに使用する
情報の抽出箇所の適切さ

ユーザの興味･関心の
反映度合い

開発 / 実用化状況

N/A（○？）
 付加されている「単
語のオモロ度」と、
ページランクに近い
「ページのオモロ
度」を使用している。

○

×

 言語解析により抽出
箇所を特定、更に意
見抽出技術で、ブロ
グ筆者の意見文のみ
を抽出している。

 情報を詳細に意味理
解している。
 4項目に分けて評
判を度数化
 主観表現を20種類
に分類

×

△

○

○

 150商品
 但し、汎用性は高
いと考えられる

 ブログのみ
 大手30社のブログ
サービスに対応

 言語解析により抽出
箇所を特定、更に販
売業者のブログや評
価意見を含まないブ
ログは排除／重要度
下げている。

 情報を詳細に意味理
解している。
 オントロジー導入
 4項目に分けて評
判を度数化
 リンク間関係の分析
し、ブログの重要度
を把握している。
 オピニオンリー
ダー、特徴的意見
者の特定など

実現済み

実験済み
現在改良中

実験済み
現在改良中

*年間の公開映画数は800本程度で推移しており、当サービスは1年間実用化されていたことから800件程度と予測

図３－１９ 面白い順に検索結果が現れる「オモロ検索」のベンチマーク調査
 重み付けに使用する情報の抽出箇所の適切さでは競合に务るものの、対象コンテンツ数や重み付けに使用する情
結果
報量では優位である。
 ユーザの興味･関心の反映度合いの優务は、判定し難い

（d）PI（Place Identifier）基盤
時空間情報を活用したサービスの提供が進んでいるが、場所に関する情報は
コンテンツによって表現方法も様々であるため検索の障害となっている。また、
カーナビゲーションやインターネットの地図サービスが普及しているが、地図
に記載されている道路や建物の形状は地図システムごとに異なることが多いた
め、ある地図上で登録されたコンテンツを別の地図上で表示させようとすると、
位置がずれてしまう問題が生じていた。本基盤は、様々な“同じ場所”に関す
る情報を統合する仕組み（PI 機能）と、異なる地図システム間で発生する位置
のズレを補正する仕組み（DLR 機能）によって、場所に紐付くコンテンツをユー
ザーにより「簡単に」「正確に」提供することを可能とする（図３－２０）。異
なる地図システム間で表示させることができる点で、独自の優位性がある（図
３－２１）。
PI 基盤は ISO（国際標準化機構）と併行した開発を行っており、DLR 機能に関
しては、既に ISO17572 として標準化が完了している。また、PI 機能に関しては、
ISO19155 として委員会原案（CD）の標準化検討が進められている。
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(注3）PI機能 ：ISO/TC211へ新規国際規格
提案し、ISO19155として承認
DLR機能：ISO17572としてIS発行

ユーザ

サービス事業者

場所に紐づく
コンテンツの検索

検索・抽出されたコンテンツの提示
（任意の地図システム上で表示することが可能）

PI基盤
DLR機能②
異なる地図間の位置のズレを補正する仕組み

空間参照系の
登録・更新・削除

同一の場所を指すPIの
登録・更新・削除

【空間参照系B】
【空間参照系A】
種類：エリアコード 【空間参照系C】
種類：同級生が使う言葉
種類：建物名
範囲：△△
範囲：東京都千代田区
範囲：△△

【同級生が使う言葉】
PI:太郎の家

・・
・

PI機能①
同じ場所を指す様々なPI同士を紐付けWeb上で相互利用できる仕組み

【エリアコード】
PI:62-26

【建物名】
PI:国際太郎本舗

地図システムD

地図システムA

【空間参照系D】
種類：住所
範囲：△△

【空間参照系E】
種類：URL
範囲：△△

【住所】
PI:東京都千代田区
六番町2番地

地図システムC
地図システムB

地図システムA上で登録
地図システムA上で登録
されたコンテンツ
されたコンテンツ

【URL】
PI:www.xxxxx.com

地図システムAで付与された緯度経度の値を
地図システムAで付与された緯度経度の値を
用いてコンテンツを地図システムBに表示す
用いてコンテンツを地図システムBに表示す
ると、本来あるべき場所からズレて表示され
ると、本来あるべき場所からズレて表示され
るる

Web上で
Web上で
相互利用
相互利用

図３－２０

DLR機能を用いることで、本
DLR機能を用いることで、本
来あるべき正しい位置を特定
来あるべき正しい位置を特定
し、コンテンツを表示させるこ
し、コンテンツを表示させるこ
とができる
とができる

PI 基盤の概要

技術の比較軸
異なる地図システムでの表示
異なる地図システムでの表示

PI基盤
国際航業
国際航業

統合する情報量・
情報更新の速度

検索の処理速度

 「情報大航海プ
ロジェクト」で
開発中

○

○

×

△

 情報提供者の直接登録・
情報提供者の直接登録・
既存サービスからのデー
既存サービスからのデー
タアップが可能であるた
タアップが可能であるた
め、情報量・更新速度共
め、情報量・更新速度共
に優れている。

 識別子が芋づる式に紐付
識別子が芋づる式に紐付
けられるため、検索に時
けられるため、検索に時
間がかかる。

 当面情報の登録は、管理
当面情報の登録は、管理
者の確認・情報提供者を
者の確認・情報提供者を
限定（許可制）すること
限定（許可制）すること
で対応することを想定し
で対応することを想定し
ている。

×

×

×

○

○

○

 全識別子が座標を中心に
紐付けられているため、
検索が容易である。

 情報の登録は、管理者が
行なうため、不適切な情
報は排除される。

N.A.

 情報提供者の直接登録・
 異なる地図システムでの
既存サービスからのデー
表示には対応していない。
タアップが可能であるた
め、情報量・更新速度共
に優れている。

×
ゼンリン
ゼンリン
「いつもガイド地図」
「いつもガイド地図」

開発状況

 DLR機能が実装されてい
るため、異なる地図シス
るため、異なる地図シス
テム間での表示が可能で
テム間での表示が可能で
ある。

 異なる地図システムでの
 直接登録・既存サービス
OGC
OGC
表示には対応していない。
からのデータアップ機能
「Gazetteer
「Gazetteer Service」
Service」
はない。

Google
Google
「Google
「Google Map」
Map」

不適切情報の排除

×

図３－２１

 実用化済み

 一部の情報の登録は、管
理者の確認・チェックを
経て行なう。

N.A.

 異なる地図システムでの
 直接登録・既存サービス
表示には対応していない。
からのデータアップ機能
はない。

△

 OGCの仕様に
則った製品が既
に存在（イン
フォマティクス
によるGeogno
SIS.NETなど）

○

 実用化済み

 情報の登録は、管理者が
行なうため、不適切な情
報は排除される。

PI 基盤のベンチマーク調査結果

 評価対象技術は、検索の処理速度・不適切情報の排除については不利であるものの、異なる地図システム上に表
評価対象技術は、検索の処理速度・不適切情報の排除については不利であるものの、異なる地図システム上に表
示させることができる点で独自の優位性がある。
示させることができる点で独自の優位性がある。

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した。
ここでは主な成果として、データマイニング機能である「パーソナル情報保
護・解析基盤（プロファイル情報解析基盤）」、
「グループ属性・エリア情報抽出
技術」の成果について記述する。
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（a）パーソナル情報保護・解析基盤（プロファイル情報解析基盤）
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である。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。また、データに重みをつけることで、特定のユーザーや状況にのみ頻
出するパターンを優先的に検出することができる他、時系列を含んだデータか
らイベントの順序関係も考慮した頻出パターンの検出が可能である（図３－２
２）
。
本技術は、商品アクセス履歴、コンテンツ閲覧履歴からのレコメンデーショ
ンサービス、異常検知、各種予測などでの利用が見込まれるほか、前述した個
人情報匿名化基盤と直結することで匿名化したデータの効率的な解析も実現し
ている。
【プロファイル情報解析技術のフロー】
process
Input

Output
変数の選択
説明変数

Aさん
1月5日
1月10日
1月15日
1月20日
1月25日
1月30日

血圧（上）
低
高
低
低
高
高

閲覧履歴
活動履歴1 活動履歴2
野球情報サイト スポーツ
飲酒
映画情報サイト 映画鑑賞 カラオケ
野球情報サイト
読書
買い物
アニメサイト
睡眠
入浴
ニュースサイト スポーツ
飲酒
野球情報サイト スポーツ
飲酒

行動パターンモデルの作成
行動パターンモデルの作成

目的
変数

Yes

曇
血圧高

組み合わせでない
説明変数

頻出する組み合わせを
検出する

抽出された
プロファイル
データ
 作成する行動パターンモ
デルにおいて利用する変
数と結論の項目をユーザ
が選択して抽出

 出現頻度の高い組み合わせ(閾
値はユーザが設定）を高速に
計算するLCM*1を採用

*1：LCM (Linear time Closed itemset Miner)は、宇野准教授（NII)および有村教授
（北海道大学）によって開発されたアルゴリズムである。
*2：VSOP (Valued-Sum-of-Products Caluculator)は、湊教授（北海道大学）に

 大量の組み合せを効率
的に表現する機能
（VSOP*2)を実装

よって開発されたデータ管理機能である。
注）分岐点を発見するたびに、頻出の閾値を再設定して頻出する組み合わせの検
出を行うことも可能

図３－２２

目的変数
（飲酒）

説明変数

血圧（上） 閲覧サイト
行動履歴
天気 飲酒
高
野球以外
スポーツ
曇
○
低
野球以外
スポーツ
晴
○
高
野球
スポーツ以外 曇
○
低
野球
スポーツ
曇
×
高
野球以外
スポーツ
晴
○
高
野球
スポーツ以外 雨
×

…

…
プロファイル
DB

…

頻出する組み合わせの検出
頻出する組み合わせの検出

頻出する説明変数
の組み合わせ

○

Yes
No

野球
サイト
No

説明変数と目的変数の
関係性を分岐構造で記述

×

○

行動パターン
モデル

 一定頻度以上の説明変数（あるいはその組み合
わせ）の内、目的変数に対する「影響力の大き
い*」順に決定木を組み立てる。
*ある特定の説明変数（あるいはその組み合わせ）
に対して、目的変数の値が一定であること。
• 例）『血圧「高」かつ「スポーツ」』の
場合、目的変数の値は常に「飲酒○」

プロファイル情報解析基盤の処理フロー

本技術の要素技術「頻出する組み合わせの検出」は、 飽和集合の検出速度、
重み付けへの対応、検出結果の効率的な格納において優位性があるとの評価を
得られている（図３－２３）。
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技術の比較軸
頻出する組み合わせの
検出速度

三菱総合研究所
プロファイル情報解析基盤
三菱総合研究所

イリノイ大学
イリノイ大学
「FP-growth」
「FP-growth」

レインセラー工科大学
レインセラー工科大学
「CHARM」
「CHARM」

飽和集合*2の
検出速度

検出結果の
効率的な格納

重み付けへの対応

○

○

○

○

 DB圧縮によってメモリ
消費の抑制、不要な計算
の回避を実現している
 組み合わせる値の最適化
によって不要な計算の回
避している

 頻出する組み合わせを
検出することなく、飽
和集合を直接検出する
ことができる

 特定の行に重み付けを
行うことによって、特
定の行の値を重視した
頻出組み合わせを検出
することができる

 検出結果を、簡素化さ
れた木構造によって格
納する
 同一の値は、1つの
木の要素として統合
する

○

×

 元データを木構造で保持
するため、DB圧縮およ
び、出現頻度の効率的な
計算が可能である*1

 一旦頻出集合を検出し
た後に、飽和集合を検
出する

×

△

△

 最初に不要な値を削除し
てDBを圧縮することが
できる

 一旦頻出集合を検出し
た後に、飽和集合を検
出する
 一部の明らかに飽和
集合ではない集合は
作成しない

△

 対応していない

 検出結果を、木構造に
よって格納する
 同一の値が1つの要
素として統合される
わけではない

×

×

 対応していない

*1：「高速化の手法は異なるものの、頻出集合の検出速度で言えば、LCMとFP-growthとは同等のレベルである。」

 検出された頻出パター
ンを全て列挙して格納
する

－国立情報学研究所宇野准教授

*2：飽和集合とは、出現頻度が同じで、かつ包含関係にある組み合わせ（(1,3)と(1,3,5)など）の中で、値の数が最も多い組み合わせを意味する。
行動履歴データ等、データ提供者の属性ごとにデータに偏りがある場合において、有益な分析結果となりやすい。

図３－２３

プロファイル情報解析基盤（頻出する組み合わせの検出）の
 評価対象技術は、頻出集合の検出速度においては同レベルの競合技術があるものの、飽和集合の検出速度、重み
ベンチマーク調査結果
付けへの対応、検出結果の効率的な格納において優位性がある。

また、本技術の要素技術「行動パターンモデル作成」は、計算量の増加を抑
えつつ、変数の組み合わせに対応した行動パターンモデルを作成できる点で優
位性があるとの評価を得られている（図３－２４）。
技術の比較軸
作成できる行動パターンモデルの
多様性

行動パターンモデル作成に
必要な処理量

不完全データへの対応

開発状況

×

 情報大航海プロジェ
クトで実証実験

○

△

三菱総合研究所
三菱総合研究所
プロファイル情報解析基盤
「プロファイル情報解析技術」
「プロファイル情報解析技術」

 変 数の 組み合わせを 1つの
「 変数」と して扱うことが
できる

 変数の組み合わせも扱うため
計算量が多くなるものの、頻
出パターンのみを計算するた
め処理量の増加は限定的

SPSS
SPSS
「Clementine」
「Clementine」

 変 数の 組み合わせを 1つの
「 変数」と して扱うことが
できる

×

○

△

数理システム
数理システム
「Visual
「Visual Minig
Minig Studio」
Studio」

 変 数の組み 合わせには対応
していない

 変数の組み合わせを扱わない
ため、計算量が尐ない

 値 の欠落し た変数を除いて
目的変数の値を推定
 ベイジアンネットワーク
の要素を取り込む

×

○

△

SAS
SAS
「Enterprise」
「Enterprise」

 変 数の組み 合わせには対応
していない
（但し、次期バージョンにて対
応を検討中）

 変数の組み合わせを扱わない
ため、計算量が尐ない

 値 の欠損し た変数について
は 、平均値 または中央値を
採 用するこ とで目的変数の
値を推定

×

○

IBM
IBM
「intelligent
「intelligent miner」
miner」

 変 数の組み 合わせには対応
していない

 変数の組み合わせを扱わない
ため、計算量が尐ない

○

図３－２４

×
 変数の組み合わせを扱うため、
計算量が多くなる

 対応できない

×
 対応できない

×
 対応できない

 パッケージソフトと
して販売中

 パッケージソフトと
して販売中

 パッケージソフトと
して販売中

 パッケージソフトと
して販売中

プロファイル情報解析基盤（行動パターンモデル作成）のベ

 評価対象技術は、計算量の増加を抑えつつ、変数の組み合わせに対応した行動パターンモデルを作成できる点で
ンチマーク調査結果
優位性がある。

（b）グループ属性・エリア情報抽出技術
複合商業施設などにおいて、センサによってグループの人数、それらがどの
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ように動いているか、店舗での滞留時間などを識別し、来店者およびグループ
がその場所をどのように利用しているかを解析する技術である。本技術を活用
することで、個人や団体などのグループによって施設が実際どのように利用さ
れているかが把握可能となり、来訪者のプロファイルを事前に入手することな
く、グループ属性に応じたレコメンデーションの提供が可能となる。
本技術は個人情報等の事前入手を必要とせずにグループの属性情報を抽出で
きる点が従来の技術と比較して優れており、独自性が非常に高い。また、グル
ープ属性に加え、エリア情報まで分析できる技術は尐なく、分析可能なエリア
の限定が無い点でも優れている（図３－２５）。
そのため、複合商業施設等におけるお勧め商品情報の配信や、店舗設計、商
品配置への利用が見込まれる。
技術の比較軸
個人情報の
遵守性

グループ属性・エリア情
グループ属性・エリア情
報抽出技術
報抽出技術

筑波大学
筑波大学
「グループに適応する
「グループに適応する
公共空間向け広告
公共空間向け広告
システムGAS」
システムGAS」

○

×

○

（レーザー認
証）
 時系列、人
数、位置情
報を使用

 1カテゴリ
 グループの構
成人数のみ

 各エリアに
お け る グ
ループの動
き方を4段階
で分析

△

△

×

 5カテゴリ（恋  エリアの分
（カメラ認証）
 人数、位置、
人・夫婦、友人、
析は行わな
身長情報を
家族、ビジネス、
い
使用
個人）

△
科学技術振興事業団、
科学技術振興事業団、
ソフトピアジャパン
ソフトピアジャパン
「グループ属性推定方法
「グループ属性推定方法
及びグループ属性推定装置」
及びグループ属性推定装置」

（カメラ認証）
 時系列、人
数、位置、
顔情報を使
用

* 祖父、祖母、孫等の関係も把握可能

図３－２５

分析できる
エリア情報の
グループ属性区分の多さ 分析の有無

○

×

 各人の年齢・性  エ リ ア の 分
別
析は行わな
 5カテゴリ（恋
い
人・夫婦、友人、
親子*、兄弟・姉
妹、個人）

分析可能
なエリア

グループ属性分析
の処理速度

○

○

 店舗内外問  瞬時に把握
わずグルー
可能
 約5秒
プ属性を抽
出可能

×

○

 広告の前等  瞬時に把握
人物が立ち
可能
 約5秒
止まる空間
のみ限定

N/A

N/A

 分析可能な  処理速度な
エリアにつ
エリアにつ
いては言及
いては言及
されていな
されていな
い
い

同時把握可能な
グループ数

開発 / 実用化
状況

○
 無制限
 取得可能
な人数に
応じて対
応可能

開発中
(2009年)

○
 無制限
 取得可能
な人数に
応じて対
応可能

2007年9月
実験済み

N/A
 処理速度に
ついては言
及されてい
ない

2002年7月
特許出願

グループ属性・エリア情報抽出技術のベンチマーク調査結果

 グループ属性を分析する競合は尐なく、エリア情報分析まで出来る技術は独自性が高いことに加え、分析可能な
エリアの限定が無い点で優位である。
 但し、個人情報の遵守性と引き換えに、分析できるグループ属性区分はグループの構成人数のみであるた
め、本技術の目的の一つであるレコメンデーションへの応用は限定的とならざるを得ない
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３－１－３ 特許出願状況等
（１）特許件数（平成 21 年 12 月 28 日時点）
特許件数：43 件（出願予定 4 件、海外出願 2 件含む）
表３－２
No

1

開発実証企業/
共通技術開発
団体
（株）エヌ・テ
ィ・ティ・ドコ
モ

特許一覧

ステータ
ス

発明の名称

特許番号

出願日

出願人

特許公開

コンテンツ情報配信装置、コンテンツ情
報配信システムおよびコンテンツ情報配
信方法
情報推薦システム、情報推薦方法および
情報推薦用プログラム

2007-299291

2007 年11 月19 日

日本電気（株）

2007-301423

2007 年11 月21 日

コンテクスト対応情報推薦装置、コンテ
クスト対応情報推薦方法およびコンテク
スト対応情報推薦プログラム
情報配信システム、情報配信方法および
情報配信用プログラム

2007-305307

2007 年11 月27 日

2007-305308

2007 年11 月27 日

2

特許公開

3

特許公開

4

特許公開

5

特許公開

広告配信装置、携帯端末、広告配信シス
テムおよび広告配信方法

2007-307936

2007 年11 月28 日

6

特許公開

コンテンツ選択支援装置、コンテンツ選
択支援方法及びそのプログラム

2007-309618

2007 年11 月30 日

7

特許公開

2007-310698

2007 年11 月30 日

8

特許公開

2007-310699

2007 年11 月30 日

日本電気（株）

9

特許出願

2008-115261

2008 年4 月25 日

日本電気（株）

10

特許出願

2008-294919

2008 年11 月18 日

日本電気（株）

11

特許出願

情報配信･情報検索連携装置、情報配信･
情報検索方法及び情報配信･情報検索用
プログラム
物品推薦装置、物品推薦方法及び物品推
薦プログラム
データ利用状況追跡システム、マネージ
ャ装置、エージェント装置、データ利用
状況追跡方法及びプログラム
ハイブリッド検索システム、ハイブリッ
ド検索方法およびハイブリッド検索プロ
グラム
プライバシ情報保護システムとその方法

日本電気（株）、
（株）エヌ・テ
ィ・ティ・ドコモ
日本電気（株）、
（株）エヌ・テ
ィ・ティ・ドコモ
日本電気（株）、
（株）エヌ・テ
ィ・ティ・ドコモ
日本電気（株）、
（株）エヌ・テ
ィ・ティ・ドコモ
日本電気（株）、
（株）エヌ・テ
ィ・ティ・ドコモ
日本電気（株）

2008-310500

2008 年12 月5 日

日本電気（株）

12

特許出願

情報通知システム、情報通知方法および
プログラム

2008-311212

2008 年12 月5 日

日本電気（株）、
（株）エヌ・テ
ィ・ティ・ドコモ

13

特許出願

2009-180041

2009 年7 月31 日

日本電気（株）

14

特許出願

2009-234897

2009 年10 月9 日

日本電気（株）

15

特許出願

2009-235057

2009 年10 月9 日

日本電気（株）

16

特許出願

2009-237423

2009 年10 月14 日

日本電気（株）

17

特許出願

2009-245549

2009 年10 月26 日

日本電気（株）

特願
2008-050430
特願
2008-034743
特願
2008-034999

2008 年2 月29 日

沖電気工業（株）

2008 年2 月15 日

沖電気工業（株）

2008 年2 月15 日

沖電気工業（株）、
沖ソフトウェア
（株）

19

特許出願

情報管理装置、情報管理方法、及び情報
管理プログラム
情報管理装置、そのデータ処理方法、お
よびコンピュータプログラム
情報管理装置、そのデータ処理方法、お
よびコンピュータプログラム
行動類型抽出システム、装置、方法、プ
ログラムを記憶した記録媒体
コンテンツ推薦システム、推薦方法及び
推薦プログラム
ワード提示システム、方法及びプログラ
ム、並びに情報検索装置
対話システム、方法及びプログラム

20

特許出願

情報検索装置、方法及びプログラム

18

沖電気工業
（株）

特許出願
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21

特許出願

情報抽出装置、方法及びプログラム

特願
2008-036356

2008 年2 月18 日

沖電気工業（株）

22

特許出願

対話管理装置、方法及びプログラム、並
びに意識抽出システム

特願
2008-036342

2008 年2 月18 日

沖電気工業（株）

23

特許出願

情報処理装置、関連度計算方法、データ
検索方法、及びプログラム

特願
2009-078868

2009 年3 月27 日

沖電気工業（株）

24

特許出願

文書生成装置及び文書生成方法

特願
2009-105911

2009 年4 月24 日

沖電気工業（株）

25

特許出願

検索システム及び検索プログラム

特願
2009-110638

2009 年4 月30 日

沖電気工業（株）、
（株）リクルート

26

特許出願

特願
2009-110637

2009 年4 月30 日

沖電気工業（株）、
（株）リクルート

27

特許出願

対話制御システム及びプログラム、並び
に、多次元オントロジー処理システム及
びプログラム
オントロジー作成支援装置及びプログラ
ム

特願
2009-110636

2009 年4 月30 日

沖電気工業（株）、
（株）リクルート

28

特許出願

情報検索システム

29

特許出願

Information retrieving system

200810176359.9
（出願先：中国）
12/273556
（出願先：米国）

（株）キューデ
ンインフォコ
ム
（株）角川メデ
ィアマネジメ
ント
（株）エス・ピ
ー・シー

出願予定
出願予定

ヒト行動識別機能付き無線型センサ
個人の行動データを基に作成する行動識
別用アルゴリズムの自動生成方法
字幕作成システム及びプログラム

（株）ジー・サ
ーチ

出願予定

30
31
32

33

特許出願

沖電気工業(株)

2008 年11 月19 日

沖電気工業(株)

2009 年1 月6 日

（株）角川マーケ
ティング

関心度計測システム、関心度計測端末、
関心度計測方法、及び関心度計測プログ
ラム
人のすれ違い行動を考慮した将来位置予
測システム
グループ属性推定装置
人物検出装置及び人物検出方法並びにプ
ログラム

特願
2009-044201

2009 年2 月26 日

日本電気（株）

特願
2008-133981

2008 年5 月22 日

日本電気（株）

特許出願

デジタル地図の位置情報伝達方法

2008-47003

2008 年2 月28 日

38

特許出願

2009-86973

2009 年3 月31 日

39

特許出願

デジタル地図の事象情報受信装置および
送信装置並びに事象情報の活用方法
デジタル地図の位置参照情報受信装置お
よび位置特定方法
コンテンツ分類装置、コンテンツ検索装
置、コンテンツ検索システム及びコンピ
ュータプログラム

2009-86974

2009 年3 月31 日

特願
2008-156830

2008 年6 月16 日

パナソニック
（株）
パナソニック
（株）
パナソニック
（株）
KDDI 株式会社

34
35
36
37

40

東京急行電鉄
（株）
パナソニック
（株）

（株）KDDI 研
究所

特許出願

2009-151

2008 年11 月20 日

出願予定
特許出願

特許出願

41

特許出願

コンテンツ検索システムおよびコンテン
ツ検索プログラム

特願
2008-275514

2008 年10 月27 日

KDDI 株式会社

42

特許出願

KDDI 株式会社

特許出願

特願
2009-069701
特願
2009-153452

2009 年3 月23 日

43

コンテンツ検索システムおよびコンテン
ツ検索プログラム
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

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）
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表３－３
No

1

開発実証企 ステー
論文誌/学会誌/予稿集名など
業/共通技術 タス
開発団体
（株）エヌ・ 掲載済 情報処理学会第70 回全国大会、
ティ・ティ・ み 5B-6 (2008)
ドコモ

論文一覧
著者名

タイトル

河又 恒久(日本電気（株）)、村上 千央(日本電気 行動情報を利用した携帯端末へ
（株）)、永井 洋一(日本電気（株）)、今野 清孝(日 の情報配信システムアーキテク
本電気（株）)、松川 淑子(日本電気会社)、木内 直 チャ
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)
木内 直人(日本電気（株）)、山田 洋志(日本電気 行動履歴を利用したコンテンツ
（株）
)、
亀井 真一郎(日本電気
（株）
)、
山本 真人(（株） 推薦方式の提案
NTT ドコモ)、小林 功(（株）NTT ドコモ)
永井洋一(日本電気
（株）
)、
木内直人(日本電気
（株）
)、 携帯端末へのPush 配信サービ
山田洋志(日本電気（株）)、亀井真一郎(日本電気 スにおける配信スケジュール方
（株）)、山本 真人(（株）NTT ドコモ)、小林 功(（株） 式
NTT ドコモ)
松川淑子(日本電気（株）)、小林正博(（株）日本シ 大規模テキストから位置情報お
ステムアプリケーション)、 永井洋一(日本電気
よび特徴語を抽出するルールの
（株）)、木内直人(日本電気（株）)、今野清孝(日 検討
本電気（株）)、山田洋志(日本電気（株）)、亀井真
一郎(日本電気（株）)
菅野亨太(日本電気
（株）
)、
村上千央(日本電気
（株）
)、 利用者状況に適した方式で情報
松川淑子(日本電気
（株）
)、
山田洋志(日本電気
（株）
)、 を推薦する「マルチモード推薦
西村健士(日本電気
（株）
)、
河又恒久(日本電気
（株）
)、 システム」の実現
石塚清司(（株）NTT ドコモ)、小林功(（株）NTT ド
コモ)
白木孝(日本電気（株）)、菅野亨太(日本電気（株）)、 マルチモード推薦方式における
西村健士(日本電気
（株）
)、
河又恒久(日本電気
（株）
)、 推論効果評価方式の提案

2

掲載済 情報処理学会第70 回全国大会、
み 5B-5 (2008)

3

掲載済 情報処理学会第70 回全国大会、
み 5B-7 (2008)

4

掲載済 情報処理学会第70 回全国大会、
み 5B-1 (2008)

5

掲載済 情報処理学会第71 回全国大会、
み 2C-3 (2009)

6

掲載済 情報処理学会第71 回全国大会、
み 2C-4 (2009)

7

掲載済 情報処理学会第71 回全国大会、
み 5E-2 (2009)

8

掲載済
み

9

掲載済
み

10

掲載済
み

11

掲載済
み

12

掲載済
み

13

掲載済 人工知能学会論文誌、
Vol.23、
No.6、 田中克明（東京大学）、堀浩一（東京大学）、山本 個人行動履歴に基づく情報推薦
み pp.412-423、2008
真人（（株）NTT ドコモ）
システムの開発

14

掲載済 Proc. of third International
み Conference on Knowledge,
Information and Creativity
Support Systems、pp.148-155、2008
掲載済 第六回知識創造支援システムシン
み ポジウム報告書、pp.90-98、2008

15

16

宮川 伸也(日本電気（株）)、西村 祥治(日本電気 利用者が主導となりプライバシ
（株）)、森 拓也(日本電気（株）)、佐治 信之(日 情報の開示制御が行えるプライ
本電気（株）)
バシ情報セキュア流通基盤の実
現
情報処理学会第71 回全国大会、 西村 祥治(日本電気（株）)、宮川 伸也(日本電気 プライバシ情報セキュア流通基
5E-3 (2009)
（株）)、森 拓也(日本電気（株）)、佐治 信之(日 盤におけるプライバシ情報開示
本電気（株）)
制御の実現
情報処理学会第71 回全国大会、 森 拓也(日本電気（株）)、大野 岳夫(日本電気 行動情報収集型サービスにおけ
6E-2 (2009)
（株）)、宮川 伸也(日本電気（株）)、西村 祥治 る行動情報抽象化手法とプライ
(日本電気（株）)、佐治 信之(日本電気（株）)、 バシ性の変化についての報告
石塚 清司(（株）NTT ドコモ)、小林 功(（株）NTT
ドコモ)
情報処理学会第71 回全国大会、 大野 岳夫（日本電気（株））、小倉 章嗣（日本電気 ユーザの未来の行動の「検知」
2C-2 (2009)
（株））、森 拓也（日本電気（株））、村上 隆浩（日 と、それに対する「情報通知」
本電気（株））、佐治 信之（日本電気（株））、石 の実現
塚 清司(（株）NTT ドコモ)、小林 功(（株）NTT ドコ
モ)
電子情報通信学会 人工知能と知識 佐藤 一夫(（株）NTT ドコモ)、山本 真人(（株）NTT 行動履歴に基づく情報推薦基盤
処理研究会 (AI)
ドコモ)、小林 功(（株）NTT ドコモ)、佐治 信之(日 と推論エンジンの開発
本電気（株）)、田中 克明(東京大学)
第22 回人工知能学会全国大会予稿 田中克明（東京大学）、堀浩一（東京大学）、山本 表現の他者文脈への伸延による
集、1A2-10、2008
真人（（株）NTT ドコモ）
流通促進の試み

掲載済 Proc. of International
み Conference on Information &
Communication Systems 2009

Katsuaki Tanaka (The University of Tokyo)、Mina Reorganizing Topic
Akaishi (The University of Tokyo)、Koichi Hori Transitions in Design Process
(The University of Tokyo)
Records
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―
Katsuaki Tanaka (The University of Tokyo)、Koichi A Recommender System Based on
Hori (The University of Tokyo)、Masato Yamamoto Context Extending of Content
(NTT DOCOMO Inc.)
andPersonal History
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17

18

19

20 沖電気工業
（株）

21

22

23

24

投稿予 情報処理学会 第72 回全国大会 講 宮川 伸也(日本電気（株）)、森 拓也(日本電気 位置情報における匿名性・多様
定 演論文集
（株）)、佐治 信之(日本電気（株）)、小林 功(（株） 性保証とその活用
NTT ドコモ)、栗山 桂一(（株）NTT ドコモ)
投稿予 情報処理学会 第72 回全国大会 講 村上 千央(日本電気（株）)、白木 孝(日本電気（株）)、 「マルチモードレコメンド基
定 演論文集
桐越 孝之(日本電気（株）)、菅野 亨太(日本電気 盤」におけるコンテキストアウ
（株）)、河又 恒久(日本電気（株）)、西村 健士(日 ェア推薦方式の有効性評価
本電気（株）)、小林 功(（株）NTT ドコモ)、臼井
隆行(（株）NTT ドコモ)
投稿予 情報処理学会 第72 回全国大会 講 桐越 孝之(日本電気（株）)、村上 千央(日本電気 「マルチモードレコメンド基
定 演論文集
（株）)、白木 孝(日本電気（株）)、小倉 章嗣(日本 盤」のコンテキストアウェア拡
電気（株）)、菅野 亨太(日本電気（株）)、西村 健 張方式
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)
掲載済 電子情報通信学会技術研究報告.
北村 美穂子, 下畑 さより, 介弘 達哉, 池野 篤司, ラダリング型検索サービスのた
み NLC, 言語理解とコミュニケーショ 坂本 仁, 折原 幾夫, 村田 稔樹
めの対話エンジンの設計・開発
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
掲載済 電子情報通信学会技術研究報告.
下畑 さより, 北村 美穂子, 介弘 達哉, 池野 篤司, ラダリング型検索サービスのた
み NLC, 言語理解とコミュニケーショ 坂本 仁, 折原 幾夫, 村田 稔樹
めのドメイン知識構築、及び、
ン, 108(141), pp.103-108 情報
実証実験
処理学会自然言語処理研究会研究
報告, 2008(67), pp.103-108,
2008
掲載済 電子情報通信学会技術研究報告.
村田稔樹
対話でユーザの希望を引き出し
み SWIM, ソフトウェアインタプライ
て検索する「ラダリング型検索
ズモデリング ,108(185),
サービス」
pp.21-22, 2008
掲載済 Proc. of International Symposium Mihoko Kitamura, Sayori Shimohata, Tatsuya
Laddering Search Service
み of Universal Communication,
Sukehiro, Atsushi Ikeno, Masashi Sakamoto, Ikuo System: LadaSearch
pp.382-389, 2008
Orihara, and Toshiki Murata
掲載済 沖テクニカルレビュー, No.214,
下畑さより, 北村 美穂子, 介弘 達哉, 池野 篤司,
ラダリング型検索サービス「ラ
み Vol.1, pp.56-59, 2009
折原 幾夫, 村田 稔樹
ダサーチ（R)」

25 （株）キュー 掲載済 医療情報学 28(別冊): 144-147,
デンインフ
み 2008
ォコム
26
掲載済 医療情報学 28(別冊): 90-92,
み 2008

27

掲載済 医療情報学 28(別冊): 105-108,
み 2008

28

掲載済 11th China-Japan-Korea Medical
み Informatics Conference 25-28,
2008

29

掲載済
み

30

掲載済
み
掲載済
み
掲載済
み

31
32

33

掲載済
み

34

掲載済
み

中島直樹、小林邦久、井口登與志、西田大介、鶴田 保健指導の実際- 実証実験結果
紘子、田中直美、高柳涼一、名和田新
および制度施行初年度の施行状
況–
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－
中島直樹、小林邦久、井口登與志、西田大介、鶴田 糖尿病地域連携パス-ディジー
紘子、田中直美、高柳涼一、名和田新
ズマネジメントによる展開-

Nakashima N, Misumi M, Kobayashi K, Inoguchi T, Disease Prevention/Management
Tsuruta H, Nishida D, Tanaka N, Takayanagi R, Model and Nationwide
Nawata H
Standardized Health Check-up
Program in Japan
NET. Health Asia 2008 119-122, Nakashima N
Nationwide Standardized
2008
Health Check-up/Counseling
Program in Japan
Towards Sustainable Society on Sudoh O, Inoue S, Nakashima N
eService Innovation and Sensor
Ubiquitous Networks pp1-14, 2008
Based Healthcare
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
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
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 日本型Disease Management カル
田新
ナプロジェクトによる糖尿病地
域医療連携
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

39

35

掲載済 12nd China-Japan-Korea Medical N Nakashima, S Inoue, H Tsuruta, O Sudo, K
み Informatics Conference 22-25, Kobayashi, T Inoguchi
2009

36

掲載済
み

37

掲載済
み

38

掲載済
み

39

投稿中

40

投稿中

41 （株）日本航 掲載済
空インター
み
ナショナル

42

掲載済
み

43

掲載済
み

44 （株）エス・ 掲載済
ピー・シー
み

45

掲載済
み

46

掲載済
み

47

掲載済
み

48

掲載済
み

49

掲載済
み

“INFO-MEDICINE CONCEPT”,
INFORMATION CAN BE A MEDICINE
IF IT IS PROVIDED IN A TIMELY
AND APPROPRIATE MANNER
マルチメディア，分散，協調とモバ 井上 創造, 竹森 正起, 鶴田 紘子, 中島 直樹, 須藤 特定健診効率化のための加速度
イル（DICOMO2009）シンポジウム, 修
センサによる行動判別
pp.1370 - 1379, Jul. 2009.
マルチメディア，分散，協調とモバ 末永 俊一郎, 根本 恒, 井上 創造, 千田 廉, 中島
ライフログ無線ネットワークに
イル（DICOMO2009）シンポジウム, 直樹
おけるデータ取得実験
pp.1362 - 1369, Jul. 2009.
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、 リサージュ図形を用いた歩行加
道免和久
速度データの可視化評価の開発
と臨床的有用性
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
Medinfo2010
N Nakashima, S Inoue, H Tsuruta, O Sudo, K
Information as Medicine, a
Kobayashi, T Inoguchi
Service of Disease Management
with Wearing Sensor Network
for Lifestyle Related Diseases
IPSJ SIG Technical Reports
Yuxin WANG, Nobuyuki SHIMIZU, Minoru YOSHIDA, and Automatic Synonym Acquisition
(2008-NL-185(2),
Hiroshi NAKAGAWA (The University of Tokyo)
through Word Similarity
2008-SLP-71(2)), Vol.2008,
Network
No.46k ISSN 0919-6072, pp. 7-14,
May 22-23, 2008, Yokohama, Japan
情報処理学会 研究報告, Vol.2008 王玉馨／清水伸幸／吉田稔／中川裕志 (東京大学 情 『単語類似度ネットワークを通
No.46, 2008 年5 月, 研究報告「自 報基盤センター)
じた自動同義語獲得』
然言語処理
（NL）
」No.2008-NL-185,
7-14 ページ
The Fourteenth Annual Meeting of Yuxin WANG, Nobuyuki SHIMIZU, Minoru YOSHIDA, and Contextual Information Based
The Association for Natural
Hiroshi NAKAGAWA (The University of Tokyo)
Technical Synonym Extraction
Language Processing, B4-4, Mar.
17-21, 2008, Tokyo, Japan
In Proc. of the Symposium on
Tomohiro ODA (SRA-KTL : SRA Key Technology
Persuasive Navigation
Interactive Visual Information Laboratory, Inc.)、 Kenro AIHARA (NII : National Mechanisms for Consumer
Collections and Activity
Insutitute of Informatics)、 Hitoshi KOSHIBA
Generated Media.
(IVICA2009)、pp. 7-12、2009.06. (NII : National Insutitute of Informatics).
第8 回情報技術フォーラム
相原健郎（国立情報学研究所）、 中尾敏康（日本電 「地域活性化を支えるITサービ
(FIT2009) 講演論文集、第4 分冊、 気（株））、小方 靖（（株）東急エージェンシー）、 ス ぷらっとPlat@自由が丘」に
pp. 267–272、 2009.09.
宮本有紀彦（（株）東急電鉄）、 小柴 等（国立情 おける技術開発 － コンセプト
報学研究所）、 小西勇介（日本電気（株））、 千葉 と全体像 －
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）
第8 回情報技術フォーラム
小田朊宏（（株）SRA 先端技術研究所）、 松原伸人 「ぷらっとPlat@自由が丘」
にお
(FIT2009) 講演論文集、第4 分冊、 （（株）SRA 先端技術研究所）、星孝哲（（株）SRA）、 けるCGM サービス － 盛り上が
pp. 285–290、 2009.09.
相原健郎（国立情報学研究所）、 小柴等（国立情報 りマップとライフログ連携ブロ
学研究所）、 森純一郎（東京大学）、 武田英明（国 グの実装 －
立情報学研究所）．
第8 回情報技術フォーラム
森純一郎（東京大学）、 相原健郎（国立情報学研究 心的コンテキスト推定 － 「ぷ
(FIT2009) 講演論文集、第4 分冊、 所）、 小柴等（国立情報学研究所）、 武田英明（国 らっとPlat@自由が丘」
における
pp. 291–294、 2009.09.
立情報学研究所）、 小田朊宏（（株）SRA 先端技術 ユーザ特性の推定 －
研究所）、 松原伸人（（株）SRA 先端技術研究所）、
星孝哲（（株）SRA）．
第8 回情報技術フォーラム
小柴等（国立情報学研究所）、 相原健郎（国立情報 説得性に基づく情報推薦手法の
(FIT2009) 講演論文集、第4 分冊、 学研究所）、 森純一郎（東京大学）、 武田英明（国 提案 －「ぷらっとPlat@自由が
pp. 31–42、 2009.09.
立情報学研究所）、 小田朊宏（（株）SRA 先端技術 丘」における統合された行動ロ
研究所）、 星孝哲（（株）SRA）、 松原伸人（（株） グの活用 －
SRA 先端技術研究所）．
第8 回情報技術フォーラム
中尾敏康（日本電気（株））、小西勇介（日本電気 ぷらっとPlat@自由が丘におけ
(FIT2009) 講演論文集、第4 分冊、 （株））、千葉雄樹（日本電気（株））
るタウンログ収集(1) タウンロ
pp. 273–276、 2009.09.
グ収集の全体像と盛り上がりマ
ップへの活用

40

50

51

52

53

54 （株）ジー・
サーチ
55 東京急行電
鉄（株）
56

57

58

59 （財）国際医
学情報セン
ター
60

61 （株）データ
クラフト

62 （株)ブログ
ウォッチャ
ー
63

64

掲載済 第8 回情報技術フォーラム
小西勇介（日本電気（株））、中尾敏康（日本電気 ぷらっとPlat@自由が丘におけ
み (FIT2009) 講演論文集、第4 分冊、 （株））
るタウンログ収集(2) 携帯電話
pp. 277–280、 2009.09.
内蔵無線LAN を用いたエリア検
知
掲載済 第8 回情報技術フォーラム
千葉雄樹（日本電気（株））、小西勇介（日本電気 ぷらっとPlat@自由が丘におけ
み (FIT2009) 講演論文集、第4 分冊、 （株））、中尾敏康（日本電気（株））
るタウンログ収集(3) 携帯電話
pp. 281–284、 2009.09.
内蔵加速度センサを用いた関心
推定
投稿中 情報処理学会論文誌 （FIT2009 推 小柴等（国立情報学研究所）、 相原健郎（国立情報 説得性に基づく情報推薦手法の
薦論文）
学研究所）、小田朊宏（（株）SRA 先端技術研究所）、 提案
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）．
投稿予 NEC 技報、Vol.62 No.4、未定、
中尾敏康（日本電気（株））、小西勇介（日本電気 地域活性化を支えるITサービス
定 2009.12
（株））、千葉雄樹（日本電気（株））
「ぷらっとPlat@自由が丘」
の開
発と実証実験
投稿中 2010 IEEE International
A. Castro-González (ATR), Masahiro Shiomi (ATR), Position Prediction in
Conference on Robotics and
Takayuki Kanda (ATR), M. A. Salichs (ATR), Hiroshi Crossing Behaviors
Automation (ICRA2010)、2010
Ishiguro (ATR), Norihiro Hagita (ATR)
掲載済 情報処理学会研究報告、Vol. 2009、 小西勇介（日本電気（株））、中尾敏康（日本電気 参照用無線機を用いたエリア検
み No. 17(UBI-21)、pp.61-66、2009 （株））
知方式
掲載済 In Proc. of the International
Junichiro Mori (NII : National Insutitute of
Predicting Customer Models
み Conference on User Modeling,
Informatics)、 Yutaka Matsuo(The University of Using Behavior-based Features
Adaptation, and Personalization Tokyo)、 Hitoshi KOSHIBA (NII : National
in Shops.
(UMAP 2009)、 Vol.5535 of Lecture Insutitute of Informatics)、 Kenro Aihara (NII :
Notes in Computer Science、 pp. National Insutitute of Informatics)、 and Hideaki
126-137、 Springer、 2009.06.
Takeda (NII : National Insutitute of
Informatics).
掲載済 第8 回情報技術フォーラム
森純一郎（東京大学）．
Predicting Customer Models
み (FIT2009) 講演論文集、第2 分冊、
Using Behavior-based Features
pp. 413–420、2009.09.
in Shops
掲載済 情報処理学会論文誌、 Vol. 51 No. 小柴等（国立情報学研究所）、 相原健郎（国立情報 記憶の想起と記録のためのライ
み 01、 pp 1-19、 2010.01.
学研究所）、 森純一郎（東京大学）， 武田英明（国 フログ・ブログ連携型支援手法
立情報学研究所）、 小田朊宏（（株）SRA 先端技術 の提案
研究所）、 星孝哲（（株）SRA）、 松原伸人（（株）
SRA 先端技術研究所）.
掲載済 あいみっく 28(3) 21-22, 2007
経済産業省情報大航海プロジェ
み
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
掲載済 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
み
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
掲載済 The 13th IEEE International
Miki Haseyama, School of Information Science and A new image retrieval
み Symposium on Consumer
Technology Hokkaido University
interface and its practical
Electronics (2009)
Toshifumi Murata, Softfront
use in “View Search Hokkaido”
Hisashi Ukawa Datacraft Co., Ltd.
掲載済 第70 回情報処理学会全国大会論文 奥 健太(奈良先端科学技術大学院大学), 中島 伸介 情報爆発時代に向けたコンテキ
み 集,pp.5-71~5-72,2008
(奈良先端科学技術大学院大学), 宮崎 純(奈良先端 ストアウェア情報推薦方式のた
科学技術大学院大学), 植村 俊亮(奈良産業大学), めの特徴パラメータ最適化手法
加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学)
掲載済 電子情報通信学会 第19 回データ 奥 健太(奈良先端科学技術大学院大学), 中島 伸介 ユーザが重要視するパラメタの
み 工学ワークショップ（DEWS2008）論 (奈良先端科学技術大学院大学), 宮崎 純(奈良先端 推定によるコンテキスト依存型
文集,B7-6,2008
科学技術大学院大学), 植村 俊亮(奈良産業大学), ランキング方式
加藤 博一(奈良先端科学技術大学院大学)
掲載済 The Second International
Kenta Oku(Nara Institute of Science and
A Ranking Method based on
み Conference on Ubiquitous
Technology), Shinsuke Nakajima(Nara Institute of Users' Contexts for
Information Management and
Science and Technology), Jun Miyazaki(Nara
Information Recommendation
Communication
Institute of Science and Technology), Shunsuke
(ICUIMC2008),pp.289-295,2008
Uemura(Nara Sangyo University), Hirokazu
Kato(Nara Institute of Science and Technology)
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65

掲載済 電子情報通信学会 ヒューマンコ
み 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
66 （財）日本情 掲載済 CSS2009 予稿集，E7-3，2009
報処理開発
み
協会
67
掲載済 人工知能学会誌, vol. 24, No. 2,
み pp. 283-294
68
掲載済 CSS2009 予稿集，E7-2，2009
み

太田将行(セントラル・コンピュータ・サービス
行動履歴を一元的に蓄積するプ
(株))，松澤徹(セントラル・コンピュータ・サービ ロファイルパスポートプラット
ス(株))，中川聖(セントラル・コンピュータ・サー フォームの構築
ビス(株))，羽野仁彦((株)ブログウォッチャー)
高橋克巳，廣田啓一，千田浩司，五十嵐大（日本電 プライバシー保護データ活用技
信電話（株） NTT 情報流通プラットフォーム研究所） 術の現状と課題

69 （株）三菱総 掲載済 The 13th IEEE International
合研究所
み Symposium on Consumer
Electronics May 25-28, 2009,
Mielparque-Kyoto, Kyoto, Japan
70
掲載済 人工知能学会全国大会（2009 年6
み 月, 高松）

Aya Koike, Yasuyuki Shirai, Yu Koseki, Yasuyuki Constructing Web Sites
Nanamori（以上、三菱総合研究所）, Kiyoshi
Evaluation Rules Based on
Nakagaway and Yoshihiko Hano（以上、ブログウォ Page-Staying Time
ッチャー）
小池亜弥, 白井康之, 小関悠（以上、三菱総合研究 視聴滞在時間に基づくWeb ペー
所）, 羽野仁彦, 中川聖（以上、ブログウォッチャー） ジ評価手法の検討

71

荒木次郎, 小池亜弥, 松崎和賢, 小関悠, 白井康之

掲載済 人工知能学会全国大会（2009 年6
み 月, 高松）

佐久間淳 (東京工業大学), 小林重信 (東京工業大
学)
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）

プライバシ保護データマイニン
グ
移動履歴を保持する際のk-匿名
性の考え方

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
Efficient Concept Detection By
Fusing Simple Visual Features

72 （株）富士通 掲載済 Proc. Annual ACM Symposium on
Duy-Dinh Le, Shin'ichi Satoh
総研
み Applied Computing (ACM-SAC09),
MMV Track, pp 1839-1840, Mar
2009.
73 （株）KDDI 研 掲載済 Proc. of ICME 2009, pp. 606-609, Keiichiro Hoashi (KDDI 研究所）、Toshiaki Uemukai Constructing a Landmark
究所
み 2009.
(KDDI 研究所）、Kazunori Matsumoto (KDDI 研究所）、 Identification System for
Yasuhiro Takishima (KDDI 研究所）
Geo-tagged Photographs based
on Web Data Analysis
74
掲載済 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）、 画像類似度を利用した位置情報
み
松本一則（KDDI 研究所）、滝嶋康弘（KDDI 研究所） 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 WebDB Forum 2008 予稿集，2008. 帆足啓一郎（KDDI 研究所）、上向俊晃（KDDI 研究所）、 画像類似度を利用した位置情報
み
松本一則（KDDI 研究所）、滝嶋康弘（KDDI 研究所） 付き写真データへのランドマー
ク情報付与方法
76
掲載済 信学技報DE2008-12, pp.65-70,
帆足啓一郎
（KDDI研究所）
、
Magnus Lundstedt（Uppsala 位置情報メタデータを利用した
み 2008.
大学）、上向俊晃（KDDI 研究所）、松本一則（KDDI 画像検索手法の実装と評価
研究所）、滝嶋康弘（KDDI 研究所）
77
掲載済 情報処理学会論文誌：データベース 帆足啓一郎（KDDI 研究所）、上向俊晃（KDDI 研究所）、 画像類似度を利用した位置情報
み (TOD43), Vol.2, No.3, pp.41-52, 松本一則（KDDI 研究所）、滝嶋康弘（KDDI 研究所） 付き写真データへのランドマー
2009.
ク情報付与手法
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３－２ 目標の達成度
３－２－１ 全体の目標達成度
表３－４
目標・指標
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。

全体の目標達成度
成果

達成度
 プライバシーに十分配慮しながら、個人の行動情報、位 達成
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。
 個人情報を匿名化して利活用を促進するため、利活用の 達成
考え方を整理し、
「パーソナル情報の利用ガイドライン (一部
（案）
」として取りまとめた。
継続
 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 実施)
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。

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。
目標３：技術開発
 実用規模の大規模実データに対応可能な処理性能を持
先進的なサービ
つ、世界で初めての汎用的な匿名化技術を開発した。
スを展開する上で  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
必要となる次世代
が実装された、先進的なデータマイニング基盤技術を開
知的情報アクセス
発した。
技術の開発と、汎用  「PI（Place Identifier）基盤」の開発では、ISO の規
化・共通化。
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
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達成

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 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 １）パーソナル情報を活用  プライバシーに十分配慮しながら、
達成
による実
したサービス分野
個人の行動情報、位置情報を活用し、
証
プライバシーに配慮し
個人が欲している情報を自動でレコ
た上で、プロファイルや
メンデーションする新たなサービス
行動履歴等に基づき、各
の有用性が確認できた。個人の行動
自の生活に適した情報を
を理解した情報配信（広告）は、日
自動で提供するサービス
を実証する。また、パー
常的・一斉的な情報配信と比較して
ソナル情報を利活用する
来店率、購買率の反応が高まること
場合の制度的な課題を抽
等が判った。
出し、対応する。
 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

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。

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

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。
 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。
 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
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達成

達成

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。

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。
 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。
 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。

４）リッチコンテンツを活
用した次世代型サービス
分野
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。
制度・環 １）個人情報保護法等の制  パーソナル情報の分野に関しては、
境の整備
度のあり方検討と環境整
個人情報だけでなく個人に関連する
備
情報（パーソナル情報）をプライバ
消費生活分野において
シーに配慮しつつ匿名化して利活用
先進的なサービスを展開
する際の考え方を整理した「パーソ
する上での個人情報保護
ナル情報の利用ガイドライン（案）
」
法等の制度のあり方を検
を次世代パーソナルサービス推進コ
討し、環境を整備する。
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。
２）著作権法等の制度のあ  著作権の分野に関しては、検索サー
り方検討と環境整備
ビスのための複製等を著作権法上明
次世代知的情報アクセ
記することを目指した本事業の取組
ス技術を用いた先進的な
みがきっかけとなり、平成 21 年 6 月
サービスを展開する上で
に改正著作権法が成立した。
の著作権法等の制度のあ  また、この改正を受け、更なる課題
り方を検討し、環境を整
整理を行った。検討内容は、平成 22
備する。
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
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達成

一部
達成

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。

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。

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。
 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
化技術の標準化に向けた提案が予定
されている。
 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。
 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。
 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。

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。
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。
４）プロファイル情報解析  世界最高速レベルの頻出パタンマイ
行動情報等を活用し有
ニングアルゴリズムが実装された、
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達成

達成

達成

達成

達成

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。

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。
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４．事業化、波及効果について
４－１ 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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レッドエンジンヘルス社の開発中のシステム概略
redengin Health Inc. system and application

無線型体重計
Wireless Scale

無線型転倒報知及び
行動識別センサ
Wireless Smart Sensor

センターサーバー

Center Server

無線型血圧計
Wireless Manometer

無線型血糖計
Wireless Glucose meter

図４－２

無線型脈拍計
Wireless pulsometer

医療従事者
Clinician

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
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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
表４－１

著作権制度の在り方に関する提言の概要

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

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

俊光

岩倉 正和

西村あさひ法律事務所 ﾊﾟｰﾄﾅｰ弁護士

金

慶應義塾大学大学院政策・ﾒﾃﾞｨｱ研究科 准教授

正勲
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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

popIn 株式会社 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ／IT ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ

信行

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

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）
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（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。
【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

【活用事例②】株式会社CLON Lab
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
『今度の休みに京都に旅行に行くよ』

書籍の
選択

・・・
・・・
・

『京都、いいね！』

おすすめ商品を表示

『京都で美味しいモノを
食べたいな』

共通技術
おすすめ商品の サービスの性質に応じて推薦の
メール配信
しかたを選べるレコメンデーショ
ン

アクセスデータ・
注文データ

『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。』

出典：オンライン書店ビーケーワン

図４－６

開発技術の商用化事例
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対
話
内
容
を
学
習

ユーザの好み
や嗜好性

推薦エンジ
ン
共通技術

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

４－２ 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）
。
（十億円）

家電制御
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統計ﾃﾞｰﾀ提供
接客支援
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広告(社会端末)
広告(個人端末)

6,000

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ流通型EC
4,000

地図案内
ﾏｯﾁﾝｸﾞ(車)

2,000

ﾏｯﾁﾝｸﾞ(人)
ｺﾝﾃﾝﾂ配信

0
2010

12

14

16
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（年）

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

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
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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。

36

（兆円）

35.3
35
34.1
34
33.4
33

32.4

32%
32

32.4

31.4

31

68%

30

生活習慣病

29

その他

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

出典：厚生労働省「医療費の動向」

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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本サービスの有効性
（ヒヤリハット分析の有効性、
分析の自動化ニーズ）

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

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．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５－１ 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。

実証事業

技術開発

制度・課題対応

平成19年度

平成20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

図５－１

平成21年度

研究開発計画

５－２ 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
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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。

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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「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
2010/2/23

プロジェクトマネージャー
プロジェクト全体のマネジメント
【戦略委員会】 東京大学 喜連川先生

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

－ 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。

【匿名化技術委員会】 東京大学 喜連川先生

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

－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。
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

【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
－ 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。

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

【パーソナル情報の利用ガイドライン（案）公開ヒアリング】（財）日本情報処理開発協会 坂下

－ 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。
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

【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
－ 実証事業の進捗状況を報告する。

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

【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。
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

－ 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。
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

【共通技術開発会議】 北海道大学 長谷山先生
－ 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。

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

【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。
開発実証企業、共通技術関係企業等、経済産業省(関係部局)
ビジネスマイニング研究センター
事務局； （株）日立コンサルティング
有限責任事業組合 森田先生
－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。

【プロファイル情報部会】

【個人情報保護部会】 産業技術総合研究所 繁富先生

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

－ 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。

【リッチコンテンツ部会】 国立情報学研究所 佐藤先生

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

－ 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。

【プラットフォーム推進会議】 慶應義塾大学 小川先生

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）

－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。
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

【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。

【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

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）

－ 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。

【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

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）

－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。

【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

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）

－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。

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
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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（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
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５－３ 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 費用対効果
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 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
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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、内容の整合性を図った。

62

