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１． 研究背景と目的 

 
1．1．はじめに 

われわれの生活環境は，近年のIT技術の発展により大きく変化してきている．様々な情報がインター

ネット(Web)を通じて入手することができ，それらの情報を各個人に対して有益なものとするような情

報処理サービスが新たなビジネスとして期待されている．ここで重要なことは，ユーザ個人の嗜好やニ

ーズに特化した情報サービスを提供するという点にある．本研究開発では，ユーザ個人に特化して提供

する有効な情報サービスの一つとして，「健康」というキーワードを基に「食（料理）と健康」との関

連をベースとした健康管理支援サービスの提供を考える． 

 

1．2．「食と健康」に関する情報サービス －研究背景－ 

元来，食と健康の関係は非常に密接なものと考えられてきたが，近年の健康志向の高まりから食と健

康に関して様々なメディア報道が行われている．このことは，世間一般の人々が食と健康というテーマ

に非常に高い関心をもっているということを示唆している．近頃では，必要栄養素の不足分をサプリメ

ントにより補うことが主流となってきているようであるが，普段からの食生活（食事）をしっかり行っ

ていれば不必要な手段である． 

このような国民の健康増進・疾病予防への意識の高まりから，国家レベルでも経済産業省が，多様化

する健康サービスへのニーズに対応した産業の創成のために，地域コンソーシアムの公募を通じて様々

な研究が行われている[1]．また，民間企業においても，健康情報提供サービスが各企業のコンテンツ

力を高めるものであると考えており，多様なサービスが実施され始めている[2,3]． 

このようなニーズを背景に，我々の研究グループでも，これまで「食と健康」に関する情報提供サー

ビスについて研究を行ってきた[4]．これまで我々が構築してきたシステムでは，利用者（ユーザ）の

食に関する嗜好性を調査し，それを基にファジイ推論を利用してユーザに適した料理の提案を行うもの

であった． 



1．3．健康管理支援サービスシステムの構築 －研究目的－ 

「食と健康」に関する情報提供への関心は高まっているが，現存のサービスにおいて，提供する情報

が現在のユーザ情報を利用し，それに適応した情報提供を行えているとは言いがたい．また，ユーザの

好む料理と必要な栄養素を含んだ料理とを同時に満たす献立を作成する作業は，多くの知識と時間を必

要とするものであり，これをコンピュータにより自動化することは運用コストの減少につながり，より

低価格でのサービス提供かが可能になると考える． 

以上のことを考慮して，本研究開発では，ユーザの健康状態と食事履歴，そして食に関する嗜好性の

各情報から，感性推論に基づいてユーザ個人に特化した料理を検索・提示できるシステムの構築を行う．

その際，ユーザ情報（料理の好み，健康状態など）の獲得や各データベース間の情報交換を Web 上で

実施するための手段として，Web サービスの技術を導入し，高い汎用性と拡張性を有し迅速に情報提供

サービスを行えるようなシステムの開発を目指す． 

 

２． 研究開発の内容と方法 

 

本研究開発で試作する「健康管理」システムの基盤となるものは，以前に我々が構築したシステムで

ある．図1に既存システム上のアプリケーションのスクリーンショットを示す．また，これまで我々が

構築してきた「健康支援のための好み料理検索システム」の特長について以下にまとめる． 

 

 Webアプリケーションによるサービス 

既存システムでは，データ入力やシステム利用の簡便性を考えて，Webアプリケーションとして

構成されている．Webブラウザを起動し，所定のURLを入力することでWebにつながれているコ

ンピュータからアプリケーションにアクセスできる． 

 アンケートによる好みデータの取得 

ユーザ登録の際，ユーザ自身の食に関する好み（味・スタイル・食材など）をアンケートの形式

で収集できる． 

 ファジイクラスタリングによる好みモデルの獲得 

アンケート調査により得たユーザ好みデータを固定データ，摂取した栄養素（カロリー・たんぱ

く質・油脂・糖分）を変動データとしてファジイクラスタリングを行い，ユーザの食に関する好

みモデルを獲得する．ここで得られたデータは，料理献立の検索結果に反映される． 

図 1：「健康支援のための好み料理検索システム」スクリーンショット 



今回の開発研究では，これまで構築してきた既存システムの課題を解決し，さらに使い勝手の良いもの

にするために，(1). 既存システムの再構築（見直し），(2). Webサービス技術を導入した各サーバ間

通信システムの構築，(3). 感性推論エンジンの構築，の3点について実施した． 

 

2.1．既存システムの再構築 

これまで構築してきた既存システムでは，使用対象のユーザ種類は，サービスを受けるユーザのみで

あった．そのため，個々のユーザに対する管理に関しては不十分であった．例えば，ユーザが自身のパ

スワードを忘れた場合などには，システムの作成者がroot権限で対処に当たることになる．このままで

は，サービス利用者が増加した際にひとりのシステム管理者に負担がかかってしまう．そのため，複数

のユーザ種類を用意し，各ユーザ種類によりシステム利用に権限を与えて一人の管理者に負担がかから

ないようにする． 

また，既存システムはWebブラウザからアクセスするWebアプリケーションであるが，より使用しや

すいシステムのために，ユーザが理解しやすいGUIインタフェースを装備したアプリケーションに変更

を行う．そのほか，使用するデータの増加に伴い，データベースについてもデータ構造の見直しなどを

行い，既存システムに関して設計段階からの見直しを行う． 

 

2.2．健康管理支援システムのWebサービス化 

既存システムでは，Webアプリケーションとして必要なサーバ（Webサーバ，データベースサーバ）

を1台のコンピュータに搭載してある．しかし，サービス提供ユーザの増加によるデータベースの増強

や提供サービスの追加などを考えた場合，システム構成を再構築する必要があり容易に行えない．そこ

で，本研究開発では，システム増強などのコストを減少させるためにWebサービス技術を導入して，健

康管理支援システムを構築する． 

本研究開発で導入されるWebサービスとは，ネットワークにつながれた個々のコンピュータで処理さ

れる情報サービス（システム）について，そのサービスをいつでもどこからでも利用可能とするための

ネットワークサービス技術である．つまり，インターネット（Web）上のソフトウェアが，他のソフト

ウェアと動的に連携することによって，相互サービスとして利用するための仕組み，または，その上で

のサービスとして利用できるソフトウェア自身のことである． 

開発目的である健康管理支援システムでは，このWebサービス技術を利用し，Web上に分散化された

各システムモジュールを統合することによって情報提供サービスを行うものとする．開発システムの全

ての処理はネットワークを通じて行われ，サービスの更新や追加などをユーザに意識させることなく行

えるようにする． 

 



2.3．感性推論エンジンの開発 

本研究では，ユーザの健康状態や感性（食の嗜好性）に合わせて相互作用的に組み上げていく感性推

論エンジンを開発する．これは，対話的インタフェースにより獲得したデータから，個人が保持する特

有の因果関係の推論・探索を可能にするものである．つまり，各種の個人調査データからの客観的なボ

トムアップ的推論と，食生活におけるユーザの感性データからの主観的なトップダウン推論とを統合す

ることにより感性推論を行うものを考える． 

既存システムにおいても，ユーザの各種データ（食の好み・摂取栄養量）をファジイラスタリングに

用いて食の好みモデルを作成し，料理献立検索の結果に反映されるようになっている．しかし，ファジ

イ理論の利用では，データ調整や各データ間の関連性が不透明であることから，新しくベイジアンネッ

ト（Bayesian Network）[5]の導入を試みる． 

ベイジアンネットでは，同時確率分布を用いて各確率変数間の依存関係を非循環型の有効グラフで表

現することで，各データ間の関係性が視覚的に見られるようになる．これを利用して，ユーザの嗜好性

と栄養状態に関するアドバイスなどができるようになり，ユーザの健康促進への意識を高めるものと考

えられる． 

 

既存システムに上記の変更を加えた新システムの概観図を図2に示す． 

 

 図２：開発する新システムの概観図



3． 結果・成果 

 

3.1．既存システムの見直し 

今回，これまで構築してきた既存システムについて，利用者の利用しやすいシステムかどうかについ

て再検討し，システムの再構築を行った．以下では，既存システムからの変更点について述べる． 

 

3.1.1．ユーザ権限の設定 

既存システムでは，システム利用の対象としていたのが「一般ユーザ」のみとし，システムの利用者

に関する役割の分離を行っていなかった．そのため，ユーザ管理やシステム管理などがシステム作成者

（root 権限の保持者）のみとなっていたため，利用者が増加することによって生じるであろう悪意のあ

るユーザの排除や，付加情報の追加や削除はひとりの管理者の負担となる仕様となっていた．今回のシ

ステム見直しにより，表１に示すように 4 種類のユーザを用意し，各ユーザが利用できるサービスの権

限を限定した． 

 

 

ユーザの種類 ユーザの利用可能なサービス 

一般ユーザ 料理レシピの検索と閲覧 

会員ユーザ 

（一般ユーザが利用可能なサービス）， 

料理献立推薦サービス， 

栄養士からの食事アドバイス， 

各種履歴データの蓄積と再利用 

栄養管理者 
担当会員ユーザの管理（承認・追加・削除）， 

料理情報の管理（承認・追加・削除） 

システム管理者 
会員ユーザの管理（パスワード変更など）， 

その他の情報管理（修正・削除） 

 

 

3.1.2．ユーザ・インタフェース（画面構成）の再構築 

ユーザの利便性を高めるためには，利用者とシステムとの接触部分，つまりインタフェースが重要と

なる．既存システムでは，ユーザが利用する端末として一般的なコンピュータ（デスクトップ PC やノ

ート PC）の使用を想定していたが，今回の開発システムでは，ユーザの利便性を高いものにするため

にタブレット PC を使用し，ペン入力で直感的な操作を可能とする仕様に変更した．この変更に伴い，

Web ブラウザを利用した Web アプリケーションだったものを，より表現力の豊かなものにするために

「.net」を利用したクライアントアプリケーションへ変更した． 

表 1：設定ユーザと利用可能サービス



また，新システムでは，前述したようにユーザの役割分担を明確にしたので，画面遷移についても新

たに設計しなおした．画面遷移の設計では各ユーザの種類ごとに行ったが，ここではその一部（一般ユ

ーザの部分）を図３に示す． 

 

 

3.1.3．その他の変更点 

新システムでは，新たに会員ユーザの健康状態に関するデータを蓄積・再利用できるようにする．そ

のため，健康状態の履歴を蓄積できるようなデータベースの構造を新たに作成する．この健康状態デー

タベースには，ユーザ自身が自己診断で記入する生理測定データ（体重・体脂肪率・血圧数など）が含

まれる．この新規データベースの追加により，これまで作成してきたそのほかのデータベースについて

も変更を行った．今回追加した健康状態データベースの仕様の一部を表２に示す． 

 

 

物理名 コード名 データ型 初期値 NULL 可

ID（会員ユーザ） member_ID SMALLINT UNSIGNED   × 

日付 condition_date DATETIME   × 

体重 condition_weight FLOAT UNSIGNED 0 × 

体脂肪率 condition_fat FLOAT UNSIGNED 0 × 

体温 condition_heat FLOAT UNSIGNED 0 × 

血圧（最高値） condition_high_press FLOAT UNSIGNED 0 × 

血圧（最低値） condition_low_press FLOAT UNSIGNED 0 × 

 

また，ユーザの健康状態を測定するために，パソコンにデータ転送できる市販の測定キット

（TANUTA 製：Health Planet）を導入した．この測定キットは，外部ファイルに出力する機能がなか

ったために，結局，新システムへのデータ入力はユーザによるデータ入力となってしまった． 

図３：新システム・画面遷移図（一般ユーザの一部）

表２：データベース構造仕様（健康状態データベース）



 

3.2．Web サービス技術の導入 

既存システムは，1 台のサーバ中に構築された Web アプリケーションである．そのため，サービス

の追加やデータベースの追加の際には，システム全体を再構築する必要がある．そこで，本開発研究で

は，各機能をコンポーネント化したサービス単位で扱える「Web サービス」の技術を導入することにし

た．具体的には，クライアント側からの要求や各サーバ間のデータ伝送の制御を行うゲートウェイサー

バ，データ蓄積を行うデータベースサーバ，各種データを利用する推論計算用サーバの 3 台のサーバで

構成される．この 3 台のサーバとクライアント端末（タブレット PC）間のデータ通信に SOAP プロト

コルを使用し，Web サービス化を図った．これにより，利用者が増加したときにサーバにかかる負荷の

分散に役立つものと考えられる．本研究開発において構築したサーバ・ネットワークの外観を図４に示

す． 

 

 
図４：構築したサーバ・ネットワークの概観 

（右）ゲートウェイサーバ【Linux】，（中）推論計算用サーバ【Windows】， 

（左）データベースサーバ【Linux】 



3.3．料理推薦システムの再構築 

ユーザ個人の食の嗜好性に適合した料理を推薦するシステムは，既存のシステムにも搭載されてある．

既存システムでは，ファジイ推論を利用しているが，データ調整や各データ間の関連性が不透明である

ことから，新しくベイジアンネット（Bayesian Network） を導入する．ベイジアンネットでは，同時

確率分布を用いて各確率変数間の依存関係を非循環型の有効グラフで表現することで，各データ間の関

係性が視覚的に捕らえやすくなると考えられる． 

本研究開発では，（味覚と感性に関する）他研究でのデータ[6]を利用して，ベイジアンネットワー

クの利用に関する予備実験を行った．この研究では，食品（ここでは，バニラアイスクリームを使用）

の味に感性的な情報（見た目，香り，事前知識など）がどのように影響するかを調査したものであり，

本研究開発でターゲットとする他感覚情報の統合という点で非常に近いものである．この調査データを

ベイジアンネットワーク構築アプリケーションである「BayoNet」[7]にデータ入力して構築した結果

を図５に示す． 

 

 

この図から，例えば，「高級感がある」というイメージから「味の新鮮さ」や「舌触りの滑らかさ」

という感覚に影響を及ぼしていることが理解できる．このように，ベイジアンネットワークを利用する

ことによって，多様なデータを統合的に扱いその因果関係を明らかにできるので，この情報を利用して

各ユーザに対して詳細な情報提供サービスが実現できる． 

今回，ベイジアンネットワークを使用したデータ処理を行って，その有効性とともにいくつかの課題

も見えてきた．その課題として，①基本データ数が増加した際にデータ処理にかかる時間も増加する，

②最初のデータ構造の決定に知識と経験が必要，などがあげられる．これらの課題を解決するために，

ベイジアンネットワークに関して独自のアルゴリズム・処理方法などについても研究していく必要があ

ると考えられる． 

４．今後の展望 

 

本研究開発では，食と健康の関連性を情報提供できるシステムの構築を行った．これまで，我々の研

究グループで構築してきた「健康支援のための好み料理検索システム」をベースとして，より利用しや

図５：予備実験で構築したベイジアンネットワーク



すいシステムを目指してシステムの再構築を行った． 

一般に，感性工学では，人間の感性を計測するための手法の一つとしてアンケートが利用される．し

かし，アンケートのために被験者（ユーザ）に多くの時間を費やさせるために，ストレスや疲労による

ノイズが生じ，正確な計測が困難となる．さらに，感性は時間・状況により変化するものと考えられる

ことから，継続的な調査・計測が必要である．本研究開発によって構築されたシステムのように感性情

報の計測・処理をネットワークによって行うことは，これらの課題を解決する手段として，ユーザ負担

の軽減，データ収集の継続性といった点から有効である．本システムは，さらに音声やカメラからの映

像などの情報についても，感性情報処理が行えて，それに付随した情報提供サービスを行えるようなシ

ステム基盤となるものと考える． 

また，本システムを単なるネットワークアプリケーションとして構築するのではなく，Web サービス

として構築したことによって，標準的なインタフェースを利用してシステムの更新や追加がユーザに意

識させることなく可能であるということがあげられる．例えば，今後の展開として，本システムの料理

検索機能と，食材の納入業者やケータリング業者などのシステムとを Web サービスにより接続するこ

とで，ユーザの健康促進に役立つ食材や弁当などの提供もできる一連のシステムが構築できると考えら

れる． 

最後に，本研究開発では，これまでの期間の多くを(1). 既存システムの再構築（見直し）に時間を

かけてきた．そのため，開発作業(2). Web サービス技術を導入した各サーバ間通信システムの構築や

(3). 感性推論エンジンの構築については，十分に行えていないと感じている．とりわけ，開発予定で

あった感性推論エンジンに関しては，市販のソフトウェアを使用した予備実験にとどまるという結果に

なってしまった．感性推論エンジンを完成させることにより，人間の感性というあいまいなデータを基

に異種複数のデータベースを適切に連携することで有意な統合情報を構築するという点に置いて，より

汎用的な感性データ推論システムへと応用可能である．本感性推論エンジンにより，多種多様な感性デ

ータを統合可能となり，製品のマーケティング推論や個人適応型機械など感性の工学応用に関して有効

なツールとなることが期待される． 

今後は，再構築されたシステムの使用感などについて，専門家からの意見も取り入れてさらに開発を

続けていく． 
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