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n 開催日時
► 2018年12月13日 12:45～14:15

n 概要
► 「IoT おもてなしクラウド」は、2020 年を見
据えて、訪日外国人等のスムーズな移動、観光、
買い物等の実現に向け、スマートフォン、交通
系ICカード、流通系カード等の各種ICカード
やデジタルサイネージ等と連携し多様なサービ
ス連携を実現する共通クラウド基盤です。

► 本セッションでは、「IoT おもてなしクラウ
ド」のテクノロジ、および2018年度の実証実
験の取組を紹介します。さらに、パーソナル
データの適正な流通を促進するため、今後の
パーソナルデータストアの展望について議論し
ます。

n コーディネータ
► 越塚登（東京大学大学院情報学環 ユビキタス
情報社会基盤研究センター長・教授）

n 登壇者
► 久下浩明（株式会社日本旅行 営業企画本部 地
方創生推進本部 地方創生推進部（マネー
ジャー））

► 峯岸康史（ユーシーテクノロジ株式会社 ユビ
キタス事業部部長）
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nエンドユーザーの管理の下でパーソナルデータをサービスベンダーに適切に渡せ
るように｢仲介｣を行うオープンなプラットフォーム
► どのサービスにどのパーソナルデータを渡すか、すべてエンドユーザー自身がコント
ロールできる

► パーソナルデータを一度預けると情報の提供先をコントロールできなくなるCRMとは
異なる
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現在の三重県南部熊野山への参拝
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1905年 日本初の旅行会社が設立
（日本旅行の前身）

1912年 ジャパン・ツーリスト・ビューロー設立
（JTBの前身）
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各自の属性や好みや位置に応じた最適サービス
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サービスの個人化（Personalization）が重要
それが「おもてなし」の本質

十人十色のdiversityに適合したサービス
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Omotenashi Platform as a  Services
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nユーザー属性情報を蓄積し…
► 例えば、名前、使用言語、服のサイズ、宗教禁忌、食の好み等が、ユーザー属性情報だ
が、どこまで登録するかはユーザーの自由

nエンドユーザーの管理の下…
► エンドユーザはサービスの利用者で2020では多くの外国人観光客を想定

nサービスベンダーに適切に渡せるように…
► 例えば、ホテル、ショップ、レストラン、博物館・美術館、交通機関など、ネットでな
く実世界のサービスを主眼にする

n ｢仲介｣を行うオープンなプラットフォーム
► プラットフォームの定める規約に従うとして登録すれば、誰でも、いつでも、何にでも
使えるオープン性を持つ

n情報サービス提供のきっかに、スマートフォンアプリではなく、交通系ICカード
を使う
► 交通系ICカードは既にインフラの一部となっている

n利用シナリオ
► ICカードをリーダーにかざすことが、情報提供サービスのきっかけとなる
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n2020年を目指し、、、
n日本における「おもてなし」を実現するため、、、
n IoT（Internet of Things）サービスを相互に連携するための、、、

nPDS (Personal Data Store) 
nVRM (Vendor Relationship Management)
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個人情報が流通しない危険性
個人情報を独占したプレイヤだけに許されるPersonalized 

Service
個人情報の寡占化の進展

40
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大企業だけでなく...
観光は典型的な業態
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nユーザー属性情報をセキュアに一元管理するサービス

nエンドユーザーが自身のユーザー属性情報を一元管理でき、 VRMを実現するた
めに重要となる

nユーザー属性情報をサービスが取得するためのAPIを提供する
nPDSに格納されているユーザー属性情報のうち、ユーザーが選択したものを他の
ユーザーに共有することができる



 
 

cf. CRM: Customer Relationship Management
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nエンドユーザーが属性情報とその提供先を管理すること
► エンドユーザーが中心となって、サービスを提供する事業者や個人等である「ベン
ダー」と自分自身との関係を管理

► ベンダーがエンドユーザー（顧客）の情報を管理することをCRM（Consumer 
Relationship Management）と呼び、CRMはVRMの対極にある概念

nVRMを実現するツールをVRMツールと呼ぶ
► 一般的にオンラインサービスとして提供される
► エンドユーザーに関する情報がVRMツールで一元管理されている
► サービスから要求があるとエンドユーザーの同意に基づいてVRMツールで管理してい
る情報をサービスに提供するため、同じ内容を複数のサービスに何度も入力する必要が
なくなる
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nAndroid版、iPhone版を構築する
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nアプリにはユーザー名・パスワードで
ログインする想定
► おもてなしプラットフォームで管理さ
れているユーザー名・パスワードを利
用する
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nおもてなしプラットフォームに準拠し
たサービスを一覧表示できる
► 利用したいサービスを選ぶと、サービ
スが起動し、利用できる

► サービスを検索することもできる
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n位置情報に関連づけられたサービスを
検索できる
► 例えば、日時や現在地などの情報に基
づいてサービスを検索できる
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nおもてなしプラットフォームに登録し
ている自分自身のユーザー属性情報を
確認できる
► ユーザー属性情報を個別に編集するこ
ともできる

nログインのために必要なパスワードや
ICカード情報なども管理可能とする
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nサービスに提供中のユーザー属性情報
を確認・編集できる
► サービス毎に提供をいつでも開始・中
断できる

n画面に表示されたユーザー属性情報を
選択すると、選択した情報を利用する
サービス一覧が表示される
► 次ページに画面例を紹介
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n前画面で選択したユーザー属性情報を
利用するサービスが一覧表示される
► スライドバーを操作することで、サー
ビスへのユーザー属性情報の提供を取
りやめることができる

► 将来的には、時限付きや一度だけ等に
も対応予定
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提案者 ユーシーテクノロジ株式会社・YRPユビキタスネットワーキング研究所・日本旅行グループ・
富士通株式会社・JTBグループ

対象分野 観光（特にインバウンド観光支援）
実施地域 シンガポール・栃木県那須塩原市・群馬県・東京都品川区・福岡市等

事業概要

情報のパーソナライズや興味のある情報提供等のサービスには、パーソナルデータの活用が必
要である。本実証では、世界各国で個人情報保護がより厳しくなっている中でも、パーソナル
データを安全に保管するPDSや利用者の意図に基づいてパーソナルデータの提供内容と提供先
をコントロールするVRM機能をもつIoTおもてなしクラウドの活用を通して、利用者が適切に
パーソナルデータを取り扱えるように、サービス事業者をサポートできることを目指し、IoTお
もてなしクラウドのさらなる発展に関する機能改善の検討やユースケースの創出を行う。また、
PDSの普及展開のための一般公募型実証や、事業者間情報共有の枠組み構築をはかる。
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(C) 2018 Noboru Koshizuka, All Rights Reserved. 2018/12/26
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n 主催
► YRPユビキタス・ネットワーキング研究所
► ユーシーテクノロジ㈱
► ※ 第2回公共交通オープンデータチャレンジの中で実施します

n 期間
► 2018年12月～2019年1月

n 提供情報
► おもてなしクラウドAPI仕様書
► おもてなしクラウドAPI

n 募集内容
► おもてなしクラウドを用いた、個人情報の安全
かつ効果的な利用方法のアイデア

► 観光分野におけるおもてなしクラウド利用のア
イデア

n 表彰
► 最優秀賞（１点）
► 優秀賞（３点程度）

n 募集概要
► パーソナルデータの保護に関する重要性が世界
的に高まっています。EUではGDPR、中国で
は中 人民共和国网 安全法、インドネシアで
はRegulation on Personal Data Protection 
in Electronic Systems、日本の改正個人情報
保護法等、世界各国でパーソナルデータの域外
移転の制限や本人の同意を得ない第三者提供を
禁ずる等を含むような法律が整備されています。

► これらは、パーソナルデータを誰にどこまで提
供するかをコントロールするための権利を個人
の手元に取り戻すことを目指しています。

► これらの考え方に基づき、パーソナルデータを
安全に保管できるだけではなく、適切に提供の
コントロールを行えるため、利用者に対して
パーソナルデータを安心して預けることを実現
するPDS（Personal Data Store）である
「IoTおもてなしクラウド」を構築し、その
APIを公開します。

► このAPIを利用して、どのようなアプリケー
ションが構築出来るか、アイデアを募集しま
す。

► このAPIと公共交通データや他のオープンデー
タと組み合わせたアイデアも、歓迎します。
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越塚、米田、久下、浅野、峯岸
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均質なサービスでなく、個々人に応じたサービスへのニーズ

現実の旅行事業・観光事業の中での実例があれば...
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登録への抵抗感、登録への期待...
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n 主催
► YRPユビキタス・ネットワーキング研究所
► ユーシーテクノロジ㈱
► ※ 第2回公共交通オープンデータチャレンジの中で実施します

n 期間
► 2018年12月～2019年1月

n 提供情報
► おもてなしクラウドAPI仕様書
► おもてなしクラウドAPI

n 募集内容
► おもてなしクラウドを用いた、個人情報の安全
かつ効果的な利用方法のアイデア

► 観光分野におけるおもてなしクラウド利用のア
イデア

n 表彰
► 最優秀賞（１点）
► 優秀賞（３点程度）

n 募集概要
► パーソナルデータの保護に関する重要性が世界
的に高まっています。EUではGDPR、中国で
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、インドネシアで
はRegulation on Personal Data Protection 
in Electronic Systems、日本の改正個人情報
保護法等、世界各国でパーソナルデータの域外
移転の制限や本人の同意を得ない第三者提供を
禁ずる等を含むような法律が整備されています。

► これらは、パーソナルデータを誰にどこまで提
供するかをコントロールするための権利を個人
の手元に取り戻すことを目指しています。

► これらの考え方に基づき、パーソナルデータを
安全に保管できるだけではなく、適切に提供の
コントロールを行えるため、利用者に対して
パーソナルデータを安心して預けることを実現
するPDS（Personal Data Store）である
「IoTおもてなしクラウド」を構築し、その
APIを公開します。

► このAPIを利用して、どのようなアプリケー
ションが構築出来るか、アイデアを募集しま
す。

► このAPIと公共交通データや他のオープンデー
タと組み合わせたアイデアも、歓迎します。
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高度に安心できる環境、個人に寄り添ったシステムが重要
個人情報は勝手に使いまわさない

自分の情報は、自分が完全制御できる安心感
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