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おもてなし 
プラットフォームとは 

① 



おもてなしプラットフォームとは 
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█ 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 

█ 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 

█ 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 

█ ｢仲介｣を行うオープンなプラットフォーム 
█ プラットホ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 



おもてなしプラットフォームの位置づけ 
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おもてなしプラットフォームが｢仲介｣ 

エンドユーザー エンドユーザー エンドユーザー エンドユーザー …… 

サービス サービス サービス 

ユーザー属性情報の利用を申請 

ユーザー属性情報を委託 



おもてなしプラットフォームの位置づけ 
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█ 以下のような分類で位置づけられる 
● PDS (Personal Data Store) かつ 

● VRM (Vendor Relationship Management)ツール 

█ 顧客管理(CRM)ツールではないことに注意 
● CRM (Customer Relationship Management) 



ユーザーが持ち札のようにベンダーを管理 
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VRM (Vendor Relationship Management) 
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█ 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の対極にある概念である 

█ VRM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 



PDS (Personal Data Store) 
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█ ユーザー属性情報をセキュアに一元管理するサービス 
● エンドユーザーが自身のユーザー属性情報の一元管理でき、 VRMを実現するた

めに重要となる 

● 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 

● PDS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 



利用を希望する 
ユーザー属性情報を 
利用目的等と共に要求 

ユーザー属性の仲介フロー 

エンドユーザー サービス 

サービスに 
アクセス 

おもてなし 
プラットフォーム 

ユーザー属性情
報提供依頼 ユーザー属性 

情報提供確認 

許可された 
ユーザー属性 
情報の提供 

ユーザー属性情報の 
提供許可依頼 

追加情報が 
必要な旨を表示 

サービス提供
開始 

許可された 
ユーザー属性情報 

ユーザー属性 
情報提供可否の 

入力 

ユーザー属性情報 
それぞれに関する 
提供可否 

提供された 
情報が十分

か確認 

十分である 

不足する 



ベンダー間での情報流通によりシームレスなサービ
スを実現 
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セクトラル･モデルに基づ
くユーザー属性情報管理 

② 



所有ID担体 

セクトラル・モデル 
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エンドユーザーA 

サービスX サービスY 

端末識別子 
旅券番号 

カード 
固有番号 

サービスZ 

オリジナルID=1 

対サービスX 
リンクID=100 

対サービスY 
リンクID=200 

対サービスZ 
リンクID=300 

サービス内 
ID有効範囲 

プラットホームで呼び出し 

プラットホームで紐付け 
切り離し可能 
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IoTからIoSへ 

オープンAPIにより 
住宅からビル、ビジネスから行政まで 
全てのサービスのオープン連携へ 

③ 

13 



IoTの本質は｢物｣が 
APIで自動連携すること 
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さらに｢物｣か｢人｣で区別なく 
APIですべてが 

自動連携できる世界に 
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IoS 
Internet of Service 

｢物｣,｢人｣,｢組織｣由来のサービスか意識せず 

APIですべてをオープン連携できる世界へ 

Copyright © 2016 by Ken SAKAMURA 
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IoSの中で 
OPaaS.ioの位置づけ 

人とサービスをつなぐAPIインフラがOPaaS.io 

 

必要なサービス、使えるサービスの発見、から 

サービス間での連携、必要情報の受け渡しまで 

Copyright © 2016 by Ken SAKAMURA 
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おもてなしポータル、
開発者サイトについて 

2016年12月16日 

YRPユビキタス・ネットワーキング研究所 

18 



OPaaS.io全体構成におけるおもてなしポータルと 
開発者サイトの位置づけ 

YRP Ubiquitous Networking Laboratory, 2016 
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OPaaS.io 

  おもてなしインフラ管理 

おもてなしユーザー属性情報管理   おもてなしアイデンティティ管理 

サービスドメイン 

サービス 

ウェブブラウザ スマートフォンアプリ 

開発者 
サイト 

ウェブブラウザ 

おもてなしポータル 
サイネージ 
レジストリ 

uID 
センター 

エンドユーザー エンドユーザー 

サービス管理者 



おもてなしポータルとは 

エンドユーザーが自分自身の属性情報を管理するオフィ
シャルなアプリケーション 
■ Web版、iOS版、Android版を提供 

プライバシーダッシュボードを提供 
■ どのサービスにどのユーザー属性情報を提供するか、 

エンドユーザーがコントロール可能 

ユーザー属性情報の提供履歴を提供 
■ いつ、誰に、どの情報が提供されたのかを一覧表示可能 

OPaaS.io準拠サービス・サイネージ検索機能を提供 
■ OPaaS.io準拠サービス・サイネージのアプリマーケットを将来的に実現 

YRP Ubiquitous Networking Laboratory, 2016 
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開発者サイトとは 

サービス事業者向けに開発に必要な情報を提供するための
システム 
■ Web版を提供 

OPaaS.ioに準拠したサイネージの登録や、サービスの認証
情報の管理機能などを実現する 
■ サービス・サイネージ等とセキュアな通信を実現するために必要な情報を

登録 

開発者向けサポート機能も実現する 
■ サンプルコードの提供 

■ フォーラム、FAQ等による疑問解消 etc. にも将来的に対応する 

YRP Ubiquitous Networking Laboratory, 2016 
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エンドユーザーの 
利用フロー 
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エンドユーザーの利用フロー 

1. おもてなしポータルでユーザー登録を行う 
■ 各個人のスマートフォンアプリまたはPCブラウザを利用する想定 

■ メールアドレス・パスワードでユーザー認証を行う 

2. おもてなしポータルでユーザー属性情報を登録する 

3. おもてなしポータルのスマートフォンアプリで交通系IC
カードを登録する 

4. 様々なサービスに、OPaaS.ioのユーザーアカウントでロ
グインを行う 

YRP Ubiquitous Networking Laboratory, 2016 
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a) スマートフォンアプリ／PCブラウザから 
 メールアドレス・パスワードを登録 

1. おもてなしポータルでユーザー登録 
YRP Ubiquitous Networking Laboratory, 2016 

24 

エンドユーザー OPaaS.io 

b) メールアドレス実在確認 

c) メール内リンクをクリック 

http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2360&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2357&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2279&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2298&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2289&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx


2. おもてなしポータルでユーザー属性情報登録 
YRP Ubiquitous Networking Laboratory, 2016 
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スマートフォンアプリ／PCブラウザから 
ユーザー属性情報を登録 

http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2360&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2357&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2279&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2298&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2289&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx


3.おもてなしポータルのスマートフォンアプリで 
 交通系ICカードを登録 

YRP Ubiquitous Networking Laboratory, 2016 
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NFC対応スマートフォンを利用し、 
スマートフォンアプリから 
交通系ICカード等を読み取り、登録 

ユーザー属性情報 
 

・氏名 
・国籍 
・性別 

…… 

オリジナルID 

メールアドレ
ス・パスワード 

FeliCa IDm 

認証情報 おもてなしインフラ 
内部情報 

生体認証 etc. 
様々な認証方式
に将来的に対応 

http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2279&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2298&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2360&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2357&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx


4. サービス利用のためにOPaaS.ioの 
ユーザーアカウントでログインを行う 

YRP Ubiquitous Networking Laboratory, 2016 
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OPaaS.io サービス エンドユーザー 

a) サービスへログイン 

b)ユーザー属性情報を取得 

c) サービス提供 

d) おもてなしインフラからエンドユーザーへ、 
 サービスへユーザー属性情報を提供した旨の通知 
 

http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2279&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2289&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2243&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2298&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2289&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2360&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2357&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx


4. サービス利用のためにOPaaS.ioの 
    ユーザーアカウントでログインを行う 

アクセス権限が適切に設定されていない場合のフロー 
■ d) 以降の実施はサービスの任意だが、エンドユーザーがアクセス許可をしない限り、 

サービスはユーザー属性情報を取得できない。 

YRP Ubiquitous Networking Laboratory, 2016 
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OPaaS.io サービス エンドユーザー 

a) サービスへログイン 

d) サービスへアクセス権限を付与 
    するよう通知(メール／アプリ) 

e) おもてなしポータル経由でサービスへアクセス権限を付与 

b) ユーザー属性情報を取得 

取得したユーザー属性情報を確認
すると、一部取得できていない
（エンドユーザーに提供拒否されている） 

c) アクセス権限を付与するよう 
 エンドユーザーへ通知依頼 

f) 再度ログイン 

http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=2279&ListId=ee636228-bd3c-4d90-9c89-9aba3ff69d4f&WebId=bc8a65a5-d356-4299-a794-85d19b1700e8&SiteId=42cbf6e0-cc08-45b2-abd3-7254021fed50&Source=http://portalsite.gcs.g01.fujitsu.local/sites/executivepresentation/DDL/Lists/DDL/31300.aspx
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アクセス権限の種類と適用順序 

1. サービスの 
アクセス権限 

（サービス毎に指定） 

エンドユーザーがサービスに対して設定したアクセス権限を確認 
・「許可」の場合 ： ユーザー属性情報を提供する 
・「拒否」の場合 ： ユーザー属性情報を提供しない 
・「未回答」の場合： サービスドメインのアクセス権限を確認する 

エンドユーザーがサービスに対して設定した 
デフォルトアクセス権限を確認 
・「許可」の場合 ： ユーザー属性情報を提供する 
・「拒否」の場合 ： ユーザー属性情報を提供しない 
・「未回答」の場合： （Webの場合）エンドユーザーに確認する 
                              （Web以外の場合）提供しない 

エンドユーザーがサービスドメインに対して設定した 
アクセス権限を確認 
・「許可」の場合 ： ユーザー属性情報を提供する 
・「拒否」の場合 ： ユーザー属性情報を提供しない 
・「未回答」の場合： サービスのデフォルトアクセス権限を確認する 

2. サービスドメインの 
アクセス権限 

（サービスドメイン毎に指定） 

3. サービスの 
デフォルトアクセス権限 
（デフォルトのアクセス権

限を指定） 
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