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はじめに
将来のユビキタス社会では，携帯電話などで実現さ

れる高度なモビリティ環境に加え，空間的に計算機リ
ソースが分散するパーベイシブ環境を考慮した，高度
な個人適応型サービスの提供が期待される．そのため
筆者らは，個人情報を異なるサービス間で安全に交換
するスキームの検討を進めている [1]．
一方，個人情報は他人に悪用されると危険なので安

図 1: サービス構成イメージ

心して情報交換するために，パーベイシブ環境におけ
るプライバシーやセキュリティなどについて様々な議論

スを利用する際に，サービス側が提供する情報端末を

がなされている [2]．しかし，これらは主にプライベー

使用する．まず，利用者はホームサーバなどの利用者

トな情報を秘匿するという視点での議論であり，個人

自身が管理可能な情報機器を個人情報サーバとし，そ

情報の利活用についての議論は不十分である．

の中に個人情報を保持する．そして情報端末に個人情

本稿では，個人情報をサービス間で共有することに

報サーバから情報が取得，反映されることで個人に適

より，日常生活でより人にやさしいサービスを実現で

したサービスが提供される．この時セキュリティ向上

きることを述べる．さらに具体的なシナリオを想定し，

のため，個人情報サーバとサービス側のサーバとの間

上述のサービスを実現するために必要となる個人情報

で交換される情報は安価で安全な分散認証基盤 [4] に

の知識要件を分析し，その結果について報告する．

よって認証され，暗号化されて通信される．また，個
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人情報はあらかじめユーザが決めた開示ポリシーに従

個人情報活用型サービス
本節では，著者らが想定している個人情報を利活用

するサービスについて概説する [3]．本サービスは，お
店や駅などの施設におかれているキオスク端末などの
情報端末を操作し，個人が所持する携帯電話などのモ

い，サービス側の個人情報に関する利用ポリシーと比
較され，個人情報サーバでのネゴシエーションによっ
て自動的に制御される [5]．

要件分析
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バイル端末に依存することなく，初めて訪れた場所で

前述のサービスを実現するにあたって，必要とされ

も個人情報を利用することで各利用者に適したやさし

る要件について検討する．筆者らが提案しているアー

いサービスを提供するものである．

キテクチャは知識ベースで個人情報を扱っており，そ

図 1 は，具体的なサービスの構成イメージであり，以

の実装は知識に依存している．そのため一般的な知識

下にアーキテクチャの概略を述べる．利用者はサービ

だけでは要件を導くのが困難であり，具体的な事例と
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して個別に考える必要がある．
そこで本稿では，レストランおよび薬局でのサービ
ス事例について分析し，知識要件を明らかにする．

3.1

レストランでの個人化サービスにおける要件分析

レストランで食事をする際，利用者はメニューの見
た目や評判といったサービス側の要素だけではなく，嗜
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好や体質，宗教などの各個人の条件によって注文する

できない場合が考えられる．これに対して，お薬手帳

メニューを選択する．

が普及してきてはいるが十分に活用できている人は少

例えば，高血圧でありメタボの傾向があるので塩分

ないのが現状である．

や脂質が高いメニューを避けたいという場合が考えら

一方，個人情報が利用できる場合，サービスの裏側

れる．しかし，従来のレストランでは「高血圧やメタ

で安心・安全に情報が交換される．そのためコミュニ

ボ気味だからヘルシーなメニューが食べたい」と言う

ケーションは最小限で済み，プライバシーについても

ことをプライバシーの観点から同席している人やオー

配慮される．また，薬の飲み合わせなどが分かるよう

ダーを受け取る人の前では非常に言いづらい．そのた

になり，薬の選択も容易になる．このように薬の選択

め，メニューの写真や栄養表示から推測して探し出さ

を補助する，人にやさしいサービスが実現できる．

なくてはならない．

そこで，上述のサービスを実現するためには以下の

一方，個人情報の安全な交換が可能な場合，レスト
ランの電子メニューに個人情報が反映され，塩分や脂
質の低いメニューを優先して表示させる．このようにメ
ニューをそっと推薦することで便利なだけでなく，推薦
の根拠となる事柄を他人に知られることのない，あた
かも常連の店であるかのような人にやさしいメニュー
推薦サービスが実現できる．
上述の例以外にも活用される知識について以下のも

知識が必要だと考えられる．
• 年齢などの身体的情報

• 既往歴と服用している薬，それらに対する薬の飲
み合わせ
また，これらの知識は対象としているサービスだけ
でなく，その他のサービスとも有効である．例えば，レ
ストランと薬局でのサービス事例では，カフェインとの
併用注意である風邪薬を薬局で購入・服用した場合，レ
ストランではコーヒーなどのカフェインが含まれるメ

のが考えられる．

• カロリー，塩分，脂質など健康な状態を保つため
に摂取する栄養

ニューの推薦を控えさせるといったことが可能となる．

まとめ
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• 食べ物や味の好み

本稿では，著者らが想定しているサービスの構想に

• 食べ物に対するアレルギーの有無

ついて述べた．さらに，その上で展開されるサービス

• 宗教による飲食禁忌

事例を検討し，アーキテクチャ上で個人情報を扱うた

• 食べたものに関する履歴

めの知識要件を明らかにした．

これにより，卵アレルギーであり，イスラム教徒の
ため豚肉などが食べられず，体型が気になるのでヘル
シーであり，麺料理を最近よく食べたのでそれ以外が
良い，といった複雑な条件の人に対しても，周りに不
要な気遣いを与えることなく食事ができるようになる．

3.2

薬局での個人化サービスにおける要件分析

通常の薬局で薬を購入する際，利用者は薬を直接選
択する以外に，常駐している薬剤師または登録販売者
に相談して検討を行う場合がある．後者では，症状や
既往歴，併用している薬があるかなどの質問について
答える．その受け答えから薬剤師は一般医薬品の使用
や医者への受信が必要かを判断する．
この時，利用者と薬剤師は会話によって適した薬を
選択するための情報を交換する．しかし，会話が苦手
な利用者には苦痛となる場合があり，薬剤師への負担
も大きい．また，会話の内容について，水虫や痔，精
神病の薬を服用しているなど他人に知られたくないが
薬の飲み合わせによっては重要となる情報もある．他
にも，既往歴や服用している薬がわからず，薬を処方
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