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アイデンティティ管理におけるプライバシー属性オントロジを用いた
開示属性の分類
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あらまし 　近年，アイデンティティプロバイダに個人情報を蓄積し，サービスプロバイダの要求する個人情報属性

を利用者の許可のもとに開示する枠組みが提案されているが，利用者が開示の判断を行うために有用な情報を提供す

る必要がある．そこでプライバシー属性オントロジを構築し，要求されている属性に意味的に近い属性をオントロジ

の中から検索する手法について考察する．求まった属性に付加された情報から，要求されている属性の重要度を求め

ることができる．
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Abstract In recent years,the frame that indicates the privacy information that the service provider demands in the

user’s permission is proposed by accumulating privacy information in the identity provider. However, it is necessary

to offer useful information so that the user may judge open the user’s privacy attribute. Then, we construct the

privacy attribute ontology and suggest the technique for retrieving the attribute that is near to demanded attribute.

The information added to obtained attribute enables to calculate the risk to open the attribute.
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1. は じ め に

オンラインサービスの多様化とともに，商用サイトのサービ

ス・プロバイダから様々な個人情報の入力を要求されるように

なってきている．一方，住所氏名などの煩瑣な入力を効率化す

るため，個人情報をアイデンティティ・プロバイダに記憶して

おき，簡単な操作で情報を開示する枠組みが提唱されている．

Liberty Alliance [1] はサービス・プロバイダおよびアイデン

ティティ・プロバイダの間で Circle of Trustを形成し，信用で

きる相手に対し開示するものである． Microsoftが提唱してい

るオープンな規格である Card Space [2](以前は InfoCardと呼

んでいた)は，ユーザ個人の端末で個人情報属性をあらかじめ

作成したカードに登録しておき，開示要求に対しユーザが適切

なカードを選ぶことにより，開示する属性の集合が選択される

仕組みになっている．これにより会社など所属する組織に関す

るアイデンティティなのかあるいは趣味や私生活に関するアイ

デンティティなのかをユーザが使い分けることができる．また

OpenID [3]は，個人の IDとして URL等を利用し認証を行な

うサービスの規格であるが，OpenID属性交換仕様書を用いて

名前や住所などどの属性を共有するかをユーザが管理すること



ができる．このような個人情報の開示制御は，例えばソーシャ

ル ネットワークにおいて，本名や顔写真などのプロフィールを

コミュニティに 開示するかどうかなど，複雑多様化するネット

ワーク社会において，自分のアイデンティティやプライバシー

情報に関する取扱いポリシーをユーザ自身が設定するという点

で重要である．上に述べた標準化動向はいずれも個人情報属性

開示の判断をユーザに求めることを基本としているが，ユーザ

にとって毎回同じような入力を求められるのは煩雑である．ま

た，開示した情報がユーザが予想しなかった形のプライバシー

侵害につながることもあり，プライバシー侵害の可能性のある

属性開示をシステムが指摘できることが望ましい．

本研究では，個人情報の開示を行なう際に，ユーザに対して，

要求された属性の開示に伴うリスクを提供するためのシステム

を提案する．具体的には，プライバシー属性オントロジを構築

しておき，サービス・プロバイダから要求されている属性の重

要度を求める．一般に，個人情報属性の開示範囲をユーザが選

択する場合，開示される相手やその信用度に加え，開示する属

性が本人に取ってプライバシー性の高いものであるかの精神的

苦痛度や，クレジットカード情報など悪用されると経済的リス

クのある経済損失度の尺度が考えられる．また，プライバシー

に関する個人の考え方や感じ方は多様であり，標準的な重要度

を修正して，ユーザごとのプライバシーに関する選好を反映す

る機能が必要である．このような機能をオントロジに統合する

ことにより，ユーザの開示基準や選好をシステムが把握してお

き，ユーザが指定するものに近い開示判断をユーザに提示でき

ることができると考えられる．また，経済的リスクの高い属性

が要求されている場合は，それをユーザに警告することが考え

られる．

本論文では，提案システムを構築する上での第一段階として

プライバシー属性オントロジを試作し，サービスプロバイダか

ら要求される属性オントロジ内のマッチング手法を提案した．

具体的には，日本ネットワークセキュリティ協会 (JNSA) [4]が

提案しているプライバシー属性の 8つの分類を参考に，プライ

バシー属性を分類し，特定のWebサイト上で要求されるプラ

イバシー属性をオントロジに加えて，プライバシー属性オント

ロジを構築した．また，サービスプロバイダから要求される属

性とオントロジ内の属性のマッチング実験を行った．

本論文では，次節において関連研究について述べる．その後，

第 3節では提案手法の概要について述べる．第 4節では，提案

システム内で利用するプライバシー属性オントロジについて述

べる．第 5節においては，開示を要求されたプライバシー属性

とプライバシー属性オントロジ内の属性のマッチング手法につ

いて述べる．第 6節では，提案システムのプロトタイプについ

て述べ，第 7節で評価実験について述べる．最後に本論文のま

とめを述べる．

2. 関 連 研 究

近年，情報漏えい事件の多発や被害の深刻化を背景に，Web

上でのプライバシー保護に関する研究が活発に行われている．

プライバシー保護を技術的に実現しようとするアーキテク

チャとして P3Pが挙げられる．P3P [5]はインターネットを含

むネットワーク上のプライバシー保護を目的とした技術標準で

あり，同標準を用いてWebサイトはプライバシーポリシーを

標準化された，機械可読な XML形式で記述することが出来る．

また，ユーザ側では，P3P対応のクライアントツールまたはブ

ラウザによって，個人情報収集画面においてWebサイトのプ

ライバシーポリシーを参照したり，予め登録しておいた個人情

報とポリシーを照合して，個人情報を開示するか否かの判断を

自動的に行うことが出来る．文献 [6]では，Webサイト評価オ

ントロジを独自に定義し，BizRate 等の，Web サイトを比較

するサービスで収集されるユーザからの情報をもとにサービス

プロバイダの信頼性を評価し，ユーザからの評価を加えること

で，P3Pを拡張している．また，論文 [7]では，google等の検

索サービスと P3Pを組み合わせ，P3Pの仕組みから取得した

プライバシーポリシーからどの程度個人情報を開示するリスク

があるのか判断し，そのリスクを検索結果一覧に表示すること

が出来る．しかし，本研究は，サービスプロバイダのプライバ

シーポリシーから個人情報の開示判断を行うのではなく，サー

ビスプロバイダから要求される個人情報の重要度を利用して開

示判断を行う点において，これらの関連研究とは異なる．

一方，近年，我が国でも個人情報保護法が施行され，プライ

バシーの保護に関する研究が盛んに行われるようになってきて

いる．個人情報の分類について，文献 [4]では，プライバシー

属性を経済的損失度と精神的苦痛度の尺度でリスク付けし，開

示するプライバシー属性の価値を，推定損害賠償額から求める

試みが行われている．

また，文献 [8] では，個人情報の中で最もプライバシーの度

合いの高い個人情報を人体の遺伝子レベルの情報と同レベルと

し，一番低い個人情報を，電話番号案内でアナウンスしている

住所と電話番号のレベルの情報とし，個人情報全体を階層的に

整理している．

オントロジに関する研究も多く行われている．文献 [9]では，

二つのオントロジについて，各オントロジの任意の一つのノー

ドを組にして，Jaro-Winkler [10]とWordNetを利用した辞書

的類似度，構造的類似度，外延的類似度，からなる類似度計算

を行い，高精度なオントロジの統合を実現している．本研究で

は，この辞書的類似度の算出方法の一部を参考に，要求された

属性とオントロジのマッチングを行っている．

3. 提 案 手 法

3. 1 本提案の概要

本論文では，サービスプロバイダからプライバシー属性の開

示が要求された際に，属性を開示することでユーザに対してど

の程度不利益な影響を与える可能性があるかを考慮し，ユー

ザに要求された属性の開示リスクを提供する手法を提案する．

ユーザに開示リスクを提示することで，要求された属性の開示

判断を支援する．

3. 2 要 求 事 項

サービスプロバイダからプライバシー属性の開示が要求され

た際に，ユーザに対してそれらの属性の開示リスクを提示する



ためには，以下の要求を満たす必要がある．

（ 1） サービスプロバイダから開示を要求されるプライバ

シー属性や，属性の組合わせごとに，潜在するリスクは異なる．

例えば「氏名」をWeb上で知られても身元は容易に特定され

ないが，「氏名」と「住所」が知られると，その人の身元は容易

に特定される．また「クレジットカード番号」が知られて悪用

されるとき，「氏名」や「住所」と比較して経済的な被害を負う

リスクが高いと考えられる．また「民族」を知られることは，

「氏名」と比較して精神的な苦痛を負うリスクが高いと考えら

れる．そこで，属性ごとにどのようなリスクが存在するかを保

持するデータ構造が必要となる．

（ 2） Web上で要求されるプライバシー属性には様々なもの

があり，未知の属性が要求されたときには，その属性を既存の

データ構造に追加する必要がある．また，未知の属性のリスク

も半自動的に推測出来ることが望ましい．

（ 3） ユーザはサービスプロバイダにプライバシー属性を開

示する際，Web上の入力フォームの項目名を確認して属性の記

入を行う．このため，入力フォームの項目名を入力に，その属

性のリスクを算出する必要がある．

3. 3 設 計 方 針

前節の要求事項 (1)(2)のデータ構造は，オントロジの概念階

層を利用する．オントロジを利用することで，プライバシー属

性をクラスとして分類し，そのクラスの個体に経済的損失のリ

スクや精神的苦痛のリスクを保持させる．また，オントロジの

公理を用いてプライバシー属性の組み合わせクラスを記述する

ことにより，「氏名」と「住所」といった組み合わせに対応する

リスクを保持させることが出来る．また，未知のプライバシー

属性が要求された場合には，オントロジの既存の属性で概念的

に近い属性を算出することで，未知の属性をオントロジに追加

し，リスクを推定することが可能になると考えられる．

要求事項 (3)の属性判断に関しては，要求された属性名とオ

ントロジに格納されている属性の類似度計算を行い，オントロ

ジに格納された属性とオントロジに格納された中で類似度の高

い属性を利用者に提示する．利用者は提示された属性から要求

されている属性を選択し，その属性のリスクをオントロジから

求めることが可能になると考えられる．そこで，提案システム

は次の手順で作成する．

（ 1） プライバシー属性のオントロジの構築

（ 2） 要求された属性とオントロジ内の属性とのマッチング

4. プライバシー属性オントロジ

4. 1 プライバシー属性オントロジの概要

本研究の提案システムでは，サービスプロバイダから要求さ

れるプライバシー属性に関する情報 (経済的損失度，精神的苦

痛度)を求める際に，プライバシー属性オントロジを利用する．

サービスプロバイダから要求されるプライバシー属性には

様々な属性がある．例えば，googleが提供する SNSサービス

である orkutでは「political view」や「sexual orientation」を

web上で入力するフォームが用意されている等といったことも

あり，サービスプロバイダから要求されたプライバシー属性の

情報がプライバシー属性オントロジ内に必ずしも格納されてい

るとは限らない．しかし，要求されたプライバシー属性の近似

概念をオントロジから探し出し，その近似概念の近接概念を調

べることで，プライバシー属性に関する情報を推定することが

出来ると考えられる．このため，本研究ではプライバシー属性

に関する情報を格納したオントロジを利用する．

4. 2 プライバシー属性の分類

プライバシー属性をオントロジに格納する上で，プライバ

シー属性を分類する必要がある．そこで，プライバシー属性の

分類を行う上で，日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）

により発行されている”2006年情報セキュリティインシデント

に関する調査報告書”[4] で提案されているプライバシー属性

の分類を一部参考にする．

JNSAでは，「氏名」「住所」「クレジットカード番号」「本籍」

「職歴」など，種種多様に渡るプライバシー属性を以下の 8つ

に分類している．本研究では，プライバシー属性オントロジを

作成する上で，プライバシー属性の大分類に，この 8分類を利

用する．

• 住民基本四情報

• 身体・健康・医療にかかわる情報

• 思想・宗教・出生にかかわる情報

• 家庭・交友情報

• 個人信用情報

• 社会的・身分にかかわる情報

• ID情報

• 分類不明情報

4. 3 プライバシー属性オントロジの作成

本論文では，サービスプロバイダから要求されるプライバ

シー属性の情報 (経済的損失度，精神的苦痛度) を求めるため

に，プライバシー属性オントロジを構築する．プライバシー属

性オントロジは「name」「phone number」「address」等のプ

ライバシー属性をクラスを「nameクラス」「phone numberク

ラス」「addressクラス」といったクラスで表現する．クラスの

個体はその属性の経済的損失度と精神的苦痛度を保持する．個

体は同一クラスに対して複数用意することも可能である．例え

ば，Web 上でのユーザ名を複数持っている場合は，保持する

ユーザ名の数だけ，「User Nameクラス」の個体を保持すること

になる．経済的損失度と精神的苦痛度については，文献 [4]で

定められている Simple-EP 図中の値を参考に設定することが

できる．また個人のプライバシーに対する選好を精神的苦痛度

に反映できるようにする．Simple-EP図を図 1に示す．

プライバシー属性オントロジは次の手順で作成する．

（ 1） 一番最上位のクラスには，全てのプライバシー属性を

表す Privacy Attributeクラスを用意する，

（ 2） Privacy Attributeクラスのサブクラスとして，JNSA

の 8つの分類を用意する．

（ 3）「Name」「phone number」「Address」といった個々の

プライバシー属性は，8つの分類されたサブクラスの下に，サ

ブクラスとして分類される．

（ 4） 最下層のプライバシー属性で類似概念があればクラス



図 1 Simple-EP 図 [4]

Fig. 1 Simple-EP Diagram [4]

タリングする．

（ 5） 最上位クラス (Privacy Attributeクラス)と 8つの分

類クラスを除いた全てのクラスについて，各クラスに一つの個

体を生成する．この個体は経済的損失度と精神的苦痛度の値を

実数値で保持する．

5. プライバシー属性オントロジのマッチング

5. 1 マッチングの概要

サービスプロバイダからプライバシー属性の公開を要求され

ると，属性がどの程度プライバシー性があり，どの程度経済的

なリスクを持つかを調べるために，要求された属性とプライバ

シー属性オントロジのマッチングを行う．具体的には，要求さ

れた属性名とオントロジ内に格納されている個体名の辞書的な

類似時計算を行い，マッチングの結果を類似度順でソートし，

ユーザに対して表示する．

要求されたプライバシー属性とプライバシー属性オント

ロジ内に定義される属性間の類似度計算には，辞書的な類似

度を示す Jaro-Winkler [10] と，属性間の概念の類似度を示す

WordNet::Similarity [11]を利用した．

5. 2 辞書的類似度を用いたマッチング

サービスプロバイダの要求する属性名とプライバシー属性オ

ントロジに格納されているプライバシー属性との辞書的な類

似度を用いたマッチング手法として，Jaro-Winkler を利用す

る [10]．辞書的類似度 Slex は以下の式で表される．

Jaro =
( m

str1length
+ m

str2length
+ m−t

m
)

3

Slex = Jaro−Winkler = Jaro + l× p(1− Jaro)

Slex は [0,1]の値をとる．

サービスプロバイダから，ある特定の属性が要求されるとそ

の属性名と，プライバシー属性オントロジに格納されているプ

ライバシー属性全ての組み合わせについて Jaro-Winklerを計

算し Slex を求める．これにより，サービスプロバイダが開示を

要求する属性名と辞書的に類似度の高いプライバシー属性をオ

ントロジ内から探し出すことが出来る．

5. 3 概念の類似度を用いたマッチング

WordNet::Similarity [11] では，英語の語彙データベースで

あるWordNetを利用して．2つの概念の類似度を計算するこ

とが出来る．WordNetは概念の階層構造となっており，Word-

Net::Similarity でも複数の類似度計算手法が提案されている．

提案システムでは，WordNet::Similarity の中でも，情報理論

的に類似度を導出する Lin Measure を利用して，概念類似度

Swns を求める．Swns は [0,1]の値をとる

5. 4 マッチング結果の提示

サービスプロバイダの要求する属性名とプライバシー属性オ

ントロジに格納されているプライバシー属性のマッチング結果

は，オントロジ内の全ての属性について，以下のスコアをラン

キングして，利用者へ提示される．

SimilarityScore = W1× Slex＋W2× Swns

利用者は，提示されたものから，開示を要求されていると考

えられる属性を選択する．なお，W1 とW2 は重みであり，こ

れを調節することで，マッチングの結果が変化する．

6. 提案システムの概要

本論文では，サービスプロバイダからプライバシー属性の開

示が要求された際に，属性を開示することでユーザに対してど

の程度不利益な影響を与える可能性があるかを考慮し，ユーザ

に要求された属性の開示リスクを提供するためのシステムにつ

いて提案する．本システムでは，プライバシー属性オントロジ

を利用し，サービス・プロバイダから個人情報の開示を要求さ

れると，以下の流れでユーザに対して情報開示のリスクを提示

する．

（ 1） サービス・プロバイダからプライバシー属性の開示が

要求されると，プライバシー属性オントロジに対して，開示を

要求された属性の情報を保持しているかのマッチングを行う．

この際，開示を要求されたプライバシー属性名と，オントロジ

内に格納されている全てのプライバシー属性名の間で類似度計

算を行う．マッチング結果はオントロジ内のプライバシー属性

が類似度順にソートされたリストで表示される．

（ 2） ユーザはマッチング結果を見て，オントロジ内で最も

類似度の高いとされる属性がサービスプロバイダから要求さ

れた属性と同一属性であるか確認する．同一属性でない場合，

ユーザはマッチング結果のリストから，要求されている属性と

同一である属性を選択する．

（ 3） マッチングにより選択されたオントロジ内の属性より，

精神的苦痛度と経済損失度を求める．

（ 4） サービスプロバイダから要求された属性の組み合わせ

から，本人特定容易度を求める．

（ 5） 求められた精神的苦痛度，経済的損失度，本人特定容

易度から，開示する個人情報が漏洩した際の推定賠償額をユー

ザに提示する．

提案するシステムのプロトタイプを構築した．なお，構築に



図 2 提案システムの利用画面

Fig. 2 Screen of Proposal System

は Java言語を利用している．提案するシステムの利用画面を

図 2に示す. 図 2中の番号の説明は以下のとおりである．

（ 1） プライバシー属性オントロジに格納されているプライ

バシー属性の個体の一覧が表示される．

（ 2） この記入フォームに要求されているプライバシー属性

名を入力するためのテキストボックス．

（ 3） 2のテキストボックスに入力された属性と，プライバ

シー属性オントロジに格納されている全てのプライバシー属性

の個体との，マッチングの結果が表示される．類似度の高いと

判断された個体から順にソートされて結果が表示される．

（ 4） 要求された属性と合致したプライバシー属性の個体が

表示される．

（ 5） 要求されたプライバシー属性がそれぞれ，どの程度プ

ライバシー性があるかという情報（精神的苦痛度）と，どの程

度経済的損害を受けるリスクがあるかという情報（経済的損害）

が表示される．

（ 6） 要求された個人情報が漏洩した際に想定される，推定

損害額が表示される．

7. 実 験

7. 1 実 験 概 要

第 4節で述べたプライバシー属性オントロジの設計手順を元

にプライバシー属性オントロジのテストデータを作成し，第 5

節で述べたプライバシー属性のマッチング手法を用いて，実際

のWeb上で求められるプライバシー属性が，どの程度の精度

でオントロジ内のプライバシー属性とマッチするかについての

実験について述べる．

7. 2 実 験 目 的

提案システムでは，サービスプロバイダから要求された属性

とオントロジに格納されている属性とのマッチングを行い，利

用者に開示リスクを提示する．その結果，オントロジ内の対応

する属性を利用者に提示すること望ましいが，オントロジ内の

無関係な属性を利用者に提示すると，利用者がオントロジ内か

ら対応する属性を探し出す手間が発生してしまう．そこで，本

実験ではテストデータとして作成したプライバシー属性オント

表 1 実 験 結 果

Table 1 Experimental result

オントロジ eBay PayPal

1 属性数 186 17 23

2 オントロジの属性と文字列完全一致 - 7 15

3 辞書的類似性のある属性 - 3/3 6/6

4 3 以外で概念的類似性のある属性 - 3/5 1/2

5 対応する相手のない属性 - 2 0

ロジが，実際のWebサイトで要求される属性と，どの程度の

精度でマッチング可能か評価実験を行う．この実験より，現在

のプライバシー属性オントロジやマッチング手法の効果的に働

く点，改善点を導出することを目的にする．

7. 3 オントロジのテストデータ構築

本実験のテストデータとしては，図 1のプライバシー属性と，

Alexa（注1）が公開するページビューランキングにおいて，2008

年 2月 1日時点で Top10であるウェブサイトにおいて開示が

要求されるプライバシー属性を，プライバシー属性に格納した．

テストデータのオントロジはスタンフォード大学より公開され

ている ProtegeOWL [12] を利用して，OWL Lite の形式で構

築した．構築されたオントロジに格納されたプライバシー属性

は 186属性であった．

7. 4 実験対象Webサイト

本論文では，実験に利用するWebページとして，eBay.com

（オンラインオークションサイト），Paypal.com（インターネッ

トを利用した決済サービス）を実験対象とした．なお，これら

のWebページは共に前節の Alexaのページビューランキング

において Top10内には入っていない．これらのサイトを利用す

る上でアカウントを作成する際に要求されるプライバシー属性

と提案システムのプライバシー属性オントロジとのマッチング

を行った．なお，ebayで要求されたプライバシー属性は 17属

性であり，PayPalで要求されたプライバシー属性は 23属性で

あった．

7. 5 実 験 方 法

辞書的類似度の重みW1 と概念上の類似度の重みW2 をとも

に 1として，サービスプロバイダから要求される属性とのプラ

イバシー属性オントロジ内のマッチングを行った．マッチング

を行った結果，オントロジ内で最も類似度の高いと判断された

属性が，要求された属性と同一であると判断できる場合は正解

とした．また，もっとも類似度の高いと判断された属性が要求

された属性と同一ではないと判断された場合は，ユーザが要求

された属性をオントロジ内の属性から探し出す労力が必要とな

るため，不正解とした．

7. 6 実験結果と考察

実験結果を表 1に示す．本実験において，テストデータのオ

ントロジには 186 クラスのプライバシー属性が格納されてお

り，eBayから開示要求された属性数は 17属性，PayPalから

（注1）：http://www.alexa.com



は 23属性が要求された．表 1の 2行目は，要求された属性の

中で，オントロジに全く同一の属性名が存在した数を表してい

る．この場合は，文字列が完全に一致するため，対応する属性

が確実にマッチングされることになる．

3行目以降では，要求された属性の中で，オントロジの属性

と文字列が完全一致しなかった属性のマッチング結果を示して

いる．これらの属性に関しては，事前に人目で，オントロジ内

に存在する属性と辞書的な類似性がある属性であるか，概念上

の類似性がある属性であるのか，もしくはオントロジ内に対応

する属性が存在しない属性であるか分別し，実験結果を示した．

なお，3行目と 4行目の結果は「マッチングが正解した属性数/

人目で分別された属性数」で示した．

3行目の，辞書的な類似性があると判断された属性に関する

マッチング結果について，eBayでの 3属性，PayPalでの 6属性

全てについて正解となった．具体的には，要求された「Primary

Telephone Number」に対して，「Telephone Number」がマッ

チした例や，要求された「Answer1」に対して，「Answer」が

マッチした例が挙げられる．

4行目の，概念上の類似性があると判断された属性に関する

マッチング結果は，eBay で 5 属性中 3 属性，PayPal で 2 属

性中 1属性が正解となった．具体的な正解例としては，「Secret

Question」に対して「Security Question」がマッチした例や，

「Create your eBay User ID」に対して「User Name」がマッ

チした例が挙げられる．

5行目の，オントロジ内に存在しない属性としては，eBayよ

り，「ext.」「Year」の属性が要求された．これらの属性はオント

ロジ内へ追加することになる．

未知の属性をオントロジへ追加する際の手法の一例として，

概念上の類似度を利用することが考えられる．具体的には，要

求された属性とオントロジ中の葉にあたるすべての属性間で概

念的類似度計算を行う．その後，オントロジの 8つの分類ごと

に，算出した概念的類似度の相加平均値を求め，平均値が最も

高かった分類クラスのサブクラスとして，未知の属性を格納す

る方法が考えられる．

次に，要求された属性と対応する属性がオントロジ内に存

在したにも関わらず，マッチングの過程で高い類似度を得るこ

とが出来ずに不正解となった属性について考える．要求され

た属性の具体例として「Re-enter Email Address」と「Create

Account Password」について考える．

Re-enter Email Addressに関しては，オントロジ内の EMail

addressクラス等の属性がマッチされたら正解であった．しか

し，はじめに”Re-enter”という単語がオントロジ内のNameク

ラスの属性と高い類似度が算出されたために不正解となってし

まった．またCreate Account Passwordについては，Password

クラスの属性が正解であるのに，マッチングの計算を行うと

Accountクラスの属性が最も類似度の高い属性であると判断さ

れてしまった．このため，要求された属性名の語数が一定語数

以上である際には，後ろの語＝主要語 (修飾を受けている語)と

して，後ろの語の重みを大きくしてマッチングを行う手法を考

えることで，より良好なマッチングを実現出来る可能性がある

と考えられる．一方，Credit Card Numberや Expration Date

のように，後ろの語（Number や Date）が前の語句で意味が

変わる場合（例 Telephone Number ,Account Number等）も

ある．このときに後ろの語の重みを大きくすると，オントロジ

中の対応しない属性を利用者に提示してしまう恐れがある．こ

の改善方法として，要求された属性名の語数が一定以上である

際には，後ろの語の文字列がどの程度オントロジ内の属性中に

出現するか調べ，その出現回数が一定回数以下なら，後ろの語

の重みを大きくし，そうでない場合は，後ろの語の重みを変え

ずに，その前の語に同じ処理を行っていく方法が考えられる．

8. お わ り に

本論文では，サービス・プロバイダから個人情報の入力を要

求される際に，ユーザにプライバシー属性の開示に伴うリスク

情報を提供するシステムを提案した．その上で，プライバシー

属性オントロジを構築し，実際のWebサイト上で要求される

属性属性とのマッチング実験を行った．

今後の課題としては，ユーザの負担を軽減するオントロジへ

の属性追加方法や，属性のWebページでの周辺テキストを利

用した精度向上，属性の組み合わせに対する重要度計算方法な

どが挙げられる．
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