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あ ら ま し

クラウド・コンピューティングの恩恵を享受するためには，クラウドそのものに知識

や知恵を内包し，電気や水道のごとくサービスとして提供する「社会的な知のインフラ」

を築き上げることが理想的な考え方である。富士通は，このような社会インフラの構築

を目指す取組みの一つとして，どうぶつ（伴侶動物）医療分野でのクラウド適用を進めて

いる。どうぶつ医療分野の課題として，診療情報が共有しやすい形で記録されていない

こと，また，情報を引き出し，必要な関係者に渡す仕組みが構築されていない点が挙げ

られる。この課題に対し，著者らは情報を一元的に蓄積するとともに，必要に応じ情報

を共有・利活用可能なパブリッククラウド上でのデータ利活用アプローチで解決する実

証実験を行っている。本実証実験は，社会インフラとしてのクラウドが提供する社会貢

献の形と，社会インフラとしてのクラウドだからこそ実現可能な情報共有モデルを導き

出す。本稿では，それらを実現するための取組みと考察に関して紹介する。

Abstract

One ideal way of enjoying the benefits of cloud computing would be to build a social 
infrastructure of knowledge by storing knowledge in a cloud itself and offering it as 
a service in the same way as electricity and tap water.  As one approach to building 
such social infrastructure, Fujitsu is working on applying cloud computing to the 
field of medical care for animals (companion animals).  However there are problems 
in this field.  For example, information about medical treatment is not recorded in a 
manner that allows it to be easily shared and there are no established systems for 
extracting information to deliver it to the persons concerned.  The authors conducted a 
demonstration experiment on a solution to these problems by means of utilizing data 
on a public cloud capable of centrally storing information and allowing it to be shared 
and utilized as required.  Through this experiment, the authors showed how a cloud as 
social infrastructure can make social contributions and demonstrated an information-
sharing model made possible only by a cloud serving as social infrastructure.  This 
paper presents Fujitsu’s activities to achieve these goals and related discussions.
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ウドを活用し社会貢献を目指す一つの取組みとし
て，伴侶動物（ペット）医療分野へのクラウド・
コンピューティングの適用事例を紹介する。

伴侶動物を取り巻く社会の変化と課題

我々の人間社会と伴侶動物との距離は，年々よ
り身近なものに変化している。伴侶動物として飼
育されている犬と猫の合計頭数は，国内の15歳未
満の人口の約1.3倍に上り，何らかの動物と生活
をともにしている世帯数は40％に上ると言われる
（図-1）。（2）

また，飼主の意識変化も伴侶動物のあり方に影
響を与えている。株式会社NTTドコモ様が会員向
けに実施したアンケート（3）では，「ペットはあなた
にとってどのような存在ですか？」という質問に
対し，飼主の63％が「家族」と回答しており，「飼
育対象から家族へ」と意識が変わりつつある傾向
が見て取れる（図-2）。
一方で，人間社会と伴侶動物の距離が縮まるに
つれ，顕在化してきた課題も存在する。
（1） 動物由来感染症のリスク拡大
動物由来感染症とは，ヒトと動物の両方に感染
または寄生する病原体により生じる感染症のこと
で，著名なものとしては，狂犬病やエキノコック
スなどが挙げられる。近年の伴侶動物の家族化傾
向の進展は，伴侶動物と食卓をともにする，寝床

伴侶動物を取り巻く社会の変化と課題

ま　え　が　き

ICTは，企業活動や個々人の活動の中で，「情
報」が占めるウェイトが大きくなるのに合わせ，
その形を変えてきた。例えば，企業にとって，情
報処理スピードが成長と密接な関係にあった時代
に，メインフレームが各企業に導入された。また，
Webの発達により，個人の生活にコンピュータが
欠かせない時代となってからは，パーソナルコン
ピュータやタブレットコンピュータが発達した。
そして今，ネットワーク技術の発展により頭角を
現わしたクラウド・コンピューティングは，我々
が日常的に使用している電気や水道と同じく，企
業や個人を含んだ社会に対して広くその社会活動
に不可欠なマシンパワーを提供する社会インフラ
と言える。（1）

しかし，一方でマシンパワーはあくまで情報処
理のためのエンジンに過ぎない。人々が求めるも
のは，情報処理された結果取り出し得る知識や知
恵を入手することである。したがってクラウドが
人々の生活に不可欠な社会インフラを目指すので
あれば，クラウド内に知識や知恵そのものを内包
し，それを電気や水道のごとくサービスとして提
供できる「社会的な知のインフラ」となることが
理想である。
本稿では，社会的な知のインフラとしてのクラ
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図-1　国内における犬・猫・人の数の推移
Fig.1-Changes in numbers of dogs, cats and people in Japan.
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の変化に伴い，病状も複雑化している。対処・治
療のためにはより高度な設備や専門知識が必要と
されるが，設備や専門知識を迅速に導入できる病
院は数少ない。近年では，大手の資本導入により
高額な機器を揃え，多数の専門医を抱える総合病
院も登場しているが，その数も多いものではなく，
飼主すべてがこれらのサービスを享受できる環境
にはない。
飼主の医療への要求が年々高まる中，これら医
療環境の充実は急務であると言える。
本章で取り上げたこれらの課題への対応が遅れ
ている理由として，伴侶動物の診療情報が共有し
やすい形で記録されていないこと，また，これを
引き出し，必要としている関係者に渡す仕組みが
構築されていない点が挙げられる。
したがって，伴侶動物に関する情報を一元的に
蓄積するとともに，必要に応じてこれらを利用可
能な社会インフラが求められており，また，ここ
にクラウドの技術を活用する余地があると考えら
れる。

データ利活用による課題解決アプローチ

● 伴侶動物医療分野での実証実験の取組み
このような伴侶動物の医療に関する課題に取り
組んでいる団体の一つに「社団法人 東京城南地域
獣医療推進協会様（以下，TRVA）」がある。TRVAは，

データ利活用による課題解決アプローチ

をともにするなどのより親密な付合い方をする飼
主を増やす原因ともなっている。
しかし，これらの行為は，ヒトにとって致命傷
となる感染症に罹

り

患する可能性のある危険な行為
である。感染症の中には，さらにヒトからヒトへ
感染するものもあり，これらは飼育者のみならず，
社会全体の問題と言える。
対策として，感染が発見された際に経路を明ら
かにし，蔓

まん

延防止の措置を取るための発生動向調
査（サーベイランス）が有効とされている。しかし，
国内における動物の感染症は，一部の情報を除い
てデータを貯める仕組みがなく，リスク対策は十
分ではない。
（2） 医療インフラの連携
伴侶動物の家族化の進展に伴い，動物医療への
飼主の要求は年々高度になりつつあるが，これに
応えるための医療インフラ全体の整備は十分では
ない。例えば，動物診療においてもインフォーム
ド・コンセント（医療に関する十分な説明と同意）
が重視される傾向が高まっているが，飼主に対し
て診療や処置を伝えるための情報フォーマットは
病院ごとにばらばらであるというのが現状である。
また，診療情報をカルテなどに記載していない，
記載していても紙カルテのために，第三者との情
報共有は容易でないといったケースもある。
さらに人間と伴侶動物の食の同質化や生活環境

（株式会社 NTTドコモ プレミアムアンケートより）

家族
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図-2　アンケート「あなたにとってペットとは？」
Fig.2-Question: “What does a pet mean to you?”.
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夜間救急動物医療センターと動物2次診療センター
の設立を通じて，このような伴侶動物を取り巻く
様々な問題のうち，夜間における動物診療，およ
び，高度な2次診療という点での問題解決を図って
いる。
伴侶動物の家族化傾向の進展により，昼間の動
物病院のみによる診療体制では，飼主が動物と安
心して暮らせると感じるには十分でなくなりつつ
ある。これらの背景から，TRVAでは，動物病院単
体での対応だけでなく，夜間診療や高度診療を担
当する専門医療機関や地域の動物病院同士の連携
による地域獣医療のセーフティネットを作ること
が必要であると考えている。そして，このような，
飼主と動物が安心して暮らせる環境を提供する医
療を，人間とかかわり合いの深い家族的存在に提
供する医療として「どうぶつ医療」と表現している。
この「どうぶつ医療」の実現のため，富士通は

TRVAの診療にクラウド・コンピューティングを
用いて支援する実証実験を行い，前述の課題の解
決に取り組んだ。まず，動物病院で日々発生する
「情報」に着目し，この「情報」を動物病院が容易
にデータ化・蓄積し，診療に携わる関係者がいつ
でも取り出せる環境の構築について検討を重ねた。
その結果，クラウド・コンピューティングを用い
て，診療情報の入力・データ化・蓄積・抽出・集計・
分析・表示を行うとともに，関係者へのセキュア
な共有を可能とするインフラ基盤を構築した。そ

して，本基盤を地域獣医療セーフティネットの中核
として「どうぶつ医療クラウド」と名付けた（図-3）。
以下に，本取組みのポイントを列挙する。

（1） 情報の入力インタフェース
（2） 情報の取扱い規定
（3） 情報の加工と知識・知恵の生成
（4） 利活用のためのセキュアかつ柔軟な連携基盤
● 情報の入力インタフェース
動物診療の現場では，患畜の診断や飼主との会
話から日々新しい情報が発生している。これらの
情報を人々が必要とする形式で必要なときに引き
出せるようにするためには，これらの情報をツー
ルによりデータ化した上で，診療に携わる関係者
がアクセス可能な場所に保管する必要がある。こ
のために，本実証実験では，クラウド環境と通信
可能な診療支援SaaSツールを構築し，提供を行った。
本ツールの特徴は，獣医師と検討を重ねた結果
から作られた，業務プロセスを妨げないインタ
フェースである。業務負荷をかけないという点は
情報の流通を安定化，かつ高速化するために重要
なポイントとなる。本ツールは，最終的には，タ
ブレット型端末での入力など，より獣医師に入力
負荷がかからない環境が望ましいと考えられる。
また，獣医師によって業務に必要な診療支援ツー
ルが異なることも考えられる。多くの情報をクラ
ウドに集約する観点では，富士通の提供ツール以
外からもクラウド上にデータを送信できる形が望

インターネット上の
パブリッククラウド
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図-3　TRVA夜間救急動物医療センターにおける実証実験の概要
Fig.3-Overview of demonstration experiment at TRVA Animal Medical Center.
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能となるからである。図-4は，情報を利活用する
ために，情報をデータ化し加工していく概念を示
している。加工することにより，個人情報や営業
秘密情報を秘匿化し，さらに，利活用に同意され
なかった顧客のデータを取り除くことで，人々が
安心して利用できるデータ利活用環境の構築が可
能となる。
また，この加工の際に重要な要素は，対象分野
の業務知識とユーザ視点である。
例として，「犬が糖尿病に羅患した」診療情報の
加工を取り上げる（図-5）。まず，個人情報や営業
秘密情報を取り除き，利活用対象となるデータの
固まりを生成する。この状態でデータを公開して
も，そこに有益性はない。データを業務従事者や
ユーザが取り扱える形式に加工されていないから
である。
「犬が糖尿病に羅患した」診療情報を獣医師が閲
覧する場合，合併症の疑いがないかを確認する。
典型的な犬の糖尿病の合併症は「ケトアシドージ
ス性糖尿病」と呼ばれるもので，症状として下痢
や嘔

おう

吐を伴うほか，尿に「ケトン体」と呼ばれる
化学物質が含まれる。（4） したがって，これらの情報
を併記・表示し，獣医師が判断できる加工を施さ
ねば業務利用できない。
また，飼主が患畜の診療情報としてこのデータ
を閲覧する場合，獣医師と同様の加工を行うこと
は有益ではない。例えば，症状別の診断統計と患
畜の診療情報を併せて提供すれば，より診療から
納得感を得ることができる。
実際に知識・知恵を提供するということは，情
報の横流しでは成立しない。これらの情報の加工
こそが知識・知恵の所以であり，そこに社会イン
フラとしての価値の源泉が存在している。
● 利活用のためのセキュアかつ柔軟な連携基盤

TRVAとかかりつけ病院間でデータ共有を行う
際に，どのように別法人の外部データを取り込む
仕組みを構築するかという点も課題であった。従
来，内部でのデータ連携はイントラネットの構築
とSOA的連携という手法があった。しかし，組織
の枠を越えた連携の技術的要件はこれらと異なる。
最も大きな課題は連携技術である。前述した

SOAは，RPC（Remote Procedure Call）などの
プロセス指向連携を念頭においた仕様群であるた

ましい。そのため，ツールとクラウドの通信は
RESTful（注1）なAPIへの通信でなされる。この仕様
により，富士通の提供ツールが獣医師の診療スタ
イルに合わない場合でも，別のツールが富士通ク
ラウドのAPIにアクセスすることにより，クラウド
との通信が可能となっている。
このように，知識・知恵を提供する社会インフ
ラ実現には，その原本たる情報をいかに大量に入
手できるかがポイントとなる。したがって，情報
提供者にストレスのない環境を提供することが，
重要となる。
● 情報の取扱い規定
情報が知識や知恵の原本となるということは，
先に述べた。この情報自体には，飼主の個人情報
や動物病院の営業秘密となる情報が含まれる。こ
れらの情報は法的にも保護される対象である。当
然，必要な保護なしには利活用され得る対象とは
ならない。
また，これらの情報を取り除いたデータであれ
ばすべて利活用の対象として飼主や動物病院の理
解が得られるかというと，慣習上是認されにくい
と考える。自らが利活用されることを認めないデー
タを，法的な保護がないという理由で無断活用さ
れるような仕組みでは社会や人々の理解を得るこ
とはできない。
したがって，情報の利活用によって知識や知恵
を提供する社会インフラを構築するに当たっては，
情報提供者とともにこれらの情報の運用指針を明
確化すること，そしてその仕組みの構築が肝要で
ある。

TRVAとの実証実験では，運用指針の明確化の第
一歩として，来院する飼主に情報の利用用途を明
確にした上で，ポリシーに基づいて情報を利用す
る体制やインフラを構築している。
● 情報の加工と知識・知恵の生成
情報はただ情報としてあるだけでは，利活用で
き得ない。人々が必要なときに必要な形式で利用
可能となるためには，「データ」の形に加工されて
いる必要がある。電子的な形式になることにより，
初めて情報が整理され，必要な情報のみを抽出可

（注1）　RESTとは，Representational State Transferの略でXML
やHTTPを使った簡易なWebベースのインタフェースや
システム。RESTfulは，RESTの原則に従うの意。
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有者が認めた相手（URI）に対してのみ公開する
認証認可方式である。この管理方式により，所有
者が相手先ごとに公開レベルを変えてデータ公開
を実施するとともに，非公開データを守るための
セキュリティ機構としての役目を果たすことがで
きる。また，セキュリティにより連携の容易性を
損なわぬよう，OAuth（注2）による認証連携を採用し，
APIレベルのSSO（Single Sign-On）も実現させて
いる。
上記のようなセキュリティと連携を両立させ得
る基盤を，著者らのチームはデータ利活用基盤と
して実現し，今回の実証実験でも利用している。

（注2）　複数のWebサービスをAPIで認証するためのプロトコル
仕様。

め，本実験のような広域データ連携には不必要な
複雑性が生じてしまいがちである。そこで，著者
らのチームではREST APIを利用してデータを取
り扱う方式を採用した。RESTfulなシステムでは，
クラウド内部のデータ所有者やデータ保管場所，
データリソースそのものがすべてURI（Uniform 
Resource Identifi er）で表される一意的なアドレス
を持つ。HTTPメソッドを利用して，このURIにア
クセスすることで容易に連携できる。
もちろん，上記のAPIがインターネット上に公開
されている状態はセキュリティリスクとなる。そ
こで，上記URI単位のデータ管理を前提として，
セキュリティを組み立てる必要があった。
今回採用した方式は，クラウド内のデータを所
有者（URI）ごとにひも付け管理し，データの所
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図-4　情報を利活用するために情報を加工していく概念
Fig.4-Concept of processing information for its utilization.

図-5　糖尿病に羅患した犬のカルテ情報の加工例
Fig.5-Example of processing medical record information of dog suffering from diabetes.
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社会インフラとしての貢献

社会的な知のインフラの提供により，どのよう
な効果を社会にもたらすかを本章で述べる。
一つ目は，先に挙げた動物由来感染症をはじめ
とした社会リスクに対し，いち早く対策を行える
仕組みを提供できるということである。臨床レベ
ルから大規模に情報を吸い上げる仕組みは，国内
で実現されていない。これらの対策や研究に蓄積
された情報を活用できるようになれば，劇的な進
歩を遂げるものと思われる。
二つ目は，獣医療サービスの品質向上である。

TRVAのような医療センターと地域の動物病院が
データ連携することにより，各動物病院が仮想的
な総合サービスを提供可能となる。例えば，夜間
の急患に対しては夜間救急医療センターで1次対応
していただき，翌日そのデータを用いて動物病院
が治療を行う。結果的に飼主に対し，24時間サー
ビスを提供可能となる。また，高度機器を用いた
検査情報を共有できれば，高度機器を利用した診
療提供が可能となる。
このように，ICTの力で社会に新しい価値を提供
することが，ベンダとして行える社会貢献の形で
あると考えている。

む　　す　　び

最後にこれまで述べた取組みの課題と，今後の
方向について述べたい。

社会インフラとしての貢献

む　　す　　び

喫緊の課題としては，このような社会インフラ
を構築するための継続モデルの整理である。社会
インフラとして成り立つには，一定の情報流量と，
品質が求められる。これらを担保するためには，
継続して情報提供者に利益提供できるモデルが必
要である。
本実証実験の中ではモデルを模索しながら進め
ている。これらが整理された先には，社会インフ
ラ参加者が互いにベネフィットを分け合う新しい
形のサービスが可能となる。
本取組みにおいて最も大切な意識は，お客様と
互いにベネフィットを分かち合い，社会貢献して
いく意識である。このことは技術やモデルと並び
重要なことであると思われるので，特に記し，終
わりとしたい。
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