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ユーザを感動させるエポックメイキングなサービス創出への挑戦

「プロアクティブナビゲーション」
が目指す世界

日本を訪れる外国人観光客は2014
年に月100万人のペースを超え，2020
年に向けて今後も大きく増加していく
ことが予想されます．また，海外から
の観光客だけでなく，今後日本国内の
観光客も同様に増加することが見込ま
れます．NTTサービスエボリューショ
ン研究所では「おもてなし」の心を大
切に，これらのお客さまにとって有用
なサービスを提供できるよう，主にナ
ビゲーションの分野に関して鋭意研究
開発に取り組んでいます．

私たちが対象としているナビゲー
ションは，単に“A地点からB地点まで
の行程を提示する”にとどまるもので
はありません．お客さまの行動に何ら
かの影響を与える可能性のある情報を
提示すること（例えばその日の夕食，
翌日の観光先の提案など）全般をナビ
ゲーションとして考えています．「お
客さまの趣味嗜好や過去の行動，あ
るいはその日の天候やお客さまのご予
定など，さまざまな情報からもっとも
有用であると思われる情報を厳選し，
お客さまのご要望に先んじて提案す
る」．これが私たちの目指すプロアク

ティブナビゲーションです．

プロアクティブナビゲーションを
構成する技術

お客さまのご要望は当然お客さまご
とに異なります．プロアクティブナビ
ゲーションを実現するためには，お客
さまのことを知り，あるいは良く観察
し，要望を推測したうえで，何を提案
するかを判断し，分かりやすく提示す
る必要があります．また，お客さまが
現在どのような状況かを理解し，その
状況がどのように変化するかを予測し
たうえで，お客さまにとってもっとも
良いと思われる行動を提案することも

必要になってくるでしょう．さらに，海
外からのお客さまの中には2011年の
東北地方太平洋沖地震の記憶が鮮明に
残っていらっしゃる方々も少なくない
と思います．万が一の事態が起こった
場合，これらのお客さまにも不安を抱
かせることのないよう，適切な情報を
適切に提示することができるよう準備
を進めておくことも「おもてなし」の
1 つと考えています．

私たちはこれらを「情報ナビゲーショ
ン技術」「ビッグデータ分析技術」「レジ
リエント通信技術」の ３ つの技術を軸に
して実現しようと考えています（図 １）．
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図 1 　�プロアクティブナビゲーションを構成する技術

ユーザごとの最適化を実現するプロアクティブ 
ナビゲーション

本稿ではNTTサービスエボリューション研究所が目指している「プロア
クティブナビゲーション」について概要を述べるとともに，これを実現す
るために現在研究開発を進めている「情報ナビゲーション技術」「ビッグ
データ分析技術」および「レジリエント通信技術」について説明します．
併せて，現在福岡市で進めている実験の概要と，そこで得られた結果を紹
介します．
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■情報ナビゲーション技術
お客さまにとって有用な情報を提示

するためは，まずお客さまがどのよう
な状況にいらっしゃるか，すなわち今
どこにいらっしゃるのか，移動中なの
かどこかでとどまっておられるのか，
移動していらっしゃるならどんな手段
なのか，などを知ることが必要です．
私たちは，これらの情報を獲得するた
めの「滞在地推定技術」と「移動手段
推定技術」の 2 つの技術を開発しまし
た（図 ₂ ）．

（1）　滞在地推定技術
GPSにより，スマートフォンの現

在位置を高精度に把握できるようにな
りましたが，依然 5 ～３0 m程度の誤
差が生じます．そのため，都市部のよ
うな店舗が密集した地域やビル，地下
街の建物の中などでは，お客さまが実
際に滞在されている場所を正確に把握
することが困難でした．滞在地推定技
術は，時間方向および空間方向の
GPS計測点の散らばりを確率的にと

らえて，滞留している地点を精度良く
抽出し，さらに店舗の種別ごとの滞在
の特性（例えば，食事をする場合には
15分から₉0分間程度滞在する）を用
いて，お客さまが滞在している場所を
推定する精度を向上させる技術です．
加えて，長い期間にわたってお客さま
個々の現在位置計測が可能であれば，
過去に滞在した店舗などのお客さまご
との傾向を反映させることにより，さ
らに推定精度の向上を期待することが
できます．

（2）　移動手段推定技術
GPS軌跡より，お客さまの移動速

度が分かるため，移動手段を推定する
ことがある程度可能です．しかし都市
部では，渋滞により乗物の移動速度と
歩行速度に差異が生じない場合もあ
り，推定が困難となる場合があります．
また，バスに乗車中か，タクシーに乗
車中か，移動手段を識別したい要求も
多くあります．このような場合，「時
速○○ kmを超えたら車」といった単

純なルールでは判別が困難です．その
ため，移動手段推定技術では，パター
ン判定で用いられるディープニューラ
ルネットを用い多量のデータをコン
ピュータに学習させることにより移動
パターンを推定しています．これによ
り，高精度に移動手段を推定すること
が可能となりました．

これらの技術により，例えばお客さ
まがレストランで食事を終えられそう
な時間帯に周辺の観光スポットの情報
をお知らせしたり，電車で移動中のお
客さまにこれから向かう方向の路線沿
いのスポット情報をお送りするといっ
た，お客さまの状況に合わせた観光情
報の提供が可能になります．
■ビッグデータ分析技術

人気のある観光スポットや白熱する
スタジアムでは，群衆が同じ方向へ移
動するなどして，大きな混雑が起こり
得ますし，場合によっては大きな事故
につながる危険もあります．ビッグ
データ分析技術は，人々がどこに集
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図 2 　情報ナビゲーション技術
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まっているかなどを計測したデータを
分析し，いつどこで何が起こるかを予
測する技術です．例えば，計測された
群衆の密度分布データから，数十分後
の密度分布を予測することで，混乱の
発生を事前に予測し，適切な対処を取
ることが可能となります．ただし，何
らかの対処をすることで状況が変化す
るため，このような状況の変化を見込
んでいない当初の予測は実態を予測し
たものではなくなってしまいます．こ
のため，現実の事象に対応するために
は，対処した結果を再び計測し予測す
ることを繰り返し，リアルタイムで処
理することが必要となります．現在，
このような計測→予測→対処→計測の
ループをリアルタイムで効果的に行う
ための仕組みの研究開発に取り組んで
います．

一方で，お客さま 1 人ひとりの目線
に寄り添い，お客さまご自身が気付い
ていないことも含めて，お客さまの要

望に沿った提案をするための要素技術
の研究開発にも取り組んでいます．場
所A滞在中の旅行者にその後のルート
A→B→Cなどを推薦する技術や，時
間帯と曜日に基づいて訪問場所を分析
することで当該訪問が日常的か稀なこ
とかを判別する技術や，どのような属
性を持つユーザがどのような場所にい
つ訪問しやすいかを分析する多次元複
合データ分析技術をこれまでに確立し
てきました．これらの技術により，お
客さまの状況に適したきめ細かなナビ
ゲーションを提供できます．
■レジリエント通信技術

日本は自然災害多発国であるため，
非常時にいつでもどこでも安全に利用
者をナビゲーションしてもらえる安心
感を与えることが必要だと考えていま
す．万が一に備えた安心感を提供する
ため，どのような（例えばネットワー
クや電源が断絶している）状態でも，
コミュニケーションを継続し情報を取

得することができる，というサービス
を継続的に提供することがキャリアに
は求められるでしょう．そのため，災
害に対して柔軟な耐性を持ち得るサー
ビスとして，レジリエント通信技術の
実用化を目指しています．

現在，多くのICTサービスは，端末
がクラウドに接続されていることを前
提にサービス提供されるものが一般的
です．しかし災害発生時には，電力供
給やインターネット接続が断絶する場
合があり，クラウドから提供される
サービスを利用できない可能性があり
ます．このような場合，レジリエント
通信技術は，お客さまが使っている利
用端末に専用アプリケーションをあら
かじめインストールすることなく，
HTML5対応ブラウザとWi-Fi通信を
用いて端末間通信を実現し，コミュニ
ケーションを可能にします（図 ₃ ）．
また，断絶されたWi-Fiアクセスポイ
ントのサービスエリア間も，端末を
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図 ₃ 　レジリエント通信技術
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持った巡回者が情報をリレーすること
で，コミュニケーションを可能にし，
エリア間の情報のやり取りを実現し
ます．

今後は，災害時の避難所として運用
が期待される自治体向けの施設をター
ゲットとして，その施設にある機材の
みで，避難所として備えるべき安否確
認の連絡システムや情報提供インフラ
を構築可能なシステムの実現を目指し
ます．

2015年度は，避難所のネットワー
クや電源が喪失された状態でも，最低
減の安否確認が可能なアプリケーショ
ンサービスの試作を行い，試行により
課題を解消し実用化を目指します．

現在の取り組み例

2014年10月から福岡市で実施され
ている訪日外国人向け観光サービスに

よる地域活性化トライアルに関して紹
介します．本施策では，JTBグルー
プ ・ NTTグループが中心となり，福
岡市を訪れる国内外の観光客を対象
に，Wi-Fiを経由しインターネットに
接続できるサービスと観光ガイドを行
うアプリケーションを無償提供し，合
意のうえで利用履歴などを収集してい
ます．得られた利用履歴などに対して
多次元複合データ分析技術を適用し，
さまざまな行動解析を行った分析結果
の例を図 ４ に示します．この図からは，
代表的な観光地を訪問する集団（クラ
スタ）や繁華街でも南北で異なる属性
を持つ集団を発見することができまし
た．このように，異なる特性を持った
集団を発見し，個々の観光客が所属す
ると推定される集団の特性に適した情
報提供を行うことにより，それぞれの
観光客ごとに適した情報を提示するこ

とができるようになります．
今後は分析を基にして，ある事象が

いつ，どこで発生するか，といった時
間と空間まで特定した未来の予測を実
現し，さらにお客さまとって有益な情
報を提供することを目指します．

今後の展開

NTTサービスエボリューション研
究所では「おもてなし」をここで紹介
した技術だけで実現できるとは考えて
いません．まだまだ足りない部分があ
ると思います．そうした部分について
は早急に研究開発を立ち上げ，あるい
は社内外の方々の協力を得て，「おも
てなし」の心を具現化したプロアク
ティブナビゲーションの実現を目指し
ます．

（後列左から） 堀岡  　力/ 澤田  　宏/  
 小池  義昌/ 新倉  康巨

（前列左から） 池戸  丈太朗/ 六藤  雄一

プロアクティブナビゲーションプロジェ
クトでは，NTTグループ内外と連携しなが
ら，「おもてなしナビゲーション」を実現し
ていきます．本ソリューションにご興味が
ありましたら，下記までご連絡ください．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
� プロアクティブナビゲーションプロジェクト
TEL� 046-859-2801
E-mail　epp-hosa lab.ntt.co.jp
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図 4 　多次元複合データ分析技術による分析結果の例


