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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

2020年に向けたチャレンジ

2020年に向けて，観客や訪日外国
人など世界中の人々に対してICTを活
用した世界最高水準の体験・感動を提
供する新たなサービスの創出が求めら
れています．本稿では，訪日外国人な
どの旅行者やスポーツイベントの観戦
者・運営者等を支援するサービスの創
出を目指し，メディア処理技術を活用
した４つのサービスコンセプトについ
て述べます．

リアルタイム多言語翻訳技術と
ユーザ状況推定技術を組み合わせ
た移動支援サービス

2020年に向けて増加が見込まれる
訪日外国人に対し，安心・快適な移動
をサポートします．例えば，駅構内で
の乗り換えで迷ったときや混雑・事故
などに遭遇したときに，ユーザそれぞ
れの状況に応じて，目的地へ行くた
めに必要な情報を，画像認識や位置
推定の技術を駆使して選別し，日本語
の情報をリアルタイムに翻訳して英中
韓の ３言語でユーザの端末に提示し
ます（１）（図 1）．

（１）　特　徴
・ �どちらに行けば良いか迷ったとき
には，スマートフォンなどの端末
を案内看板にかざすだけで，すぐ
に自分に必要な情報が翻訳表示
・ �混雑や遅延，事故など，翻訳文が
事前準備されていないような突
発的な情報も，翻訳エンジンによ
り，リアルタイムに翻訳

・ �画像認識技術と位置推定技術を併
用することで，より高精度で緻密
なナビゲーションが可能

（2）　主な利用シーン
・ �乗り換えや出口案内の看板を写す
と，目的地に行くにはどちらに進
めば良いかを案内
・ �間違った方向に進んだときの警告
や緊急アナウンスをプッシュ表示

サービスコンセプト PoC エポックメイキング

その他の
施設運営者

交通機関職員

①日本語の案内
　情報を入力

②ユーザの状況を推定

③案内情報の
　パーソナライズ

多言語統計翻訳
プラットフォーム

連携サービス
（乗換案内・旅行計画等）

④リアルタイム翻訳して提示

アングルフリー
物体検索技術

静止画透かし技術

動画透かし技術

位置に応じた
情報提示技術

ユーザ状況推定技術

どの出口か目的地に
近いのか知りたい

間違ったホームに
来てしまった

こっちだわ！
便利ね！

こっちじゃないのね！
助かるわ！

そうなのか，状況が
分かると安心だね！

緊急のアナウンスが流れて
いるが内容が分からない

図 １ 　�リアルタイム多言語翻訳技術とユーザ状況推定技術を組み合わせた�
移動支援サービス

2020における旅行者，観戦者向け「おもてなし」
サービスの創出

NTTサービスエボリューション研究所では2020年に向け，訪日外国人な
どの旅行者やスポーツイベントの観戦者・運営者等を支援するサービスの
開発に取り組んでいます．本稿ではNTT R&Dフォーラム2015に出展した
スマートフォンやタブレットを用いた移動支援やスポーツ観戦などの「お
もてなし」サービスのコンセプトを紹介します．
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・ �構内設備を案内するピクトサイン
を写すと，その人に必要な詳細情
報を提供（介助用設備，子ども用
設備の有無など）

被写体識別技術を用いたナビゲー
ションサービス

スマートフォンやグラス型デバイス
を通じて，利用者が見ている風景映
像から，高精度に複数のモノ（３次元
の物体など）を認識し，その中から利
用者の属性や状況に応じた情報を抽出
し，利用者の状況に応じた「観光ナビ
ゲーションサービス」を実現します（１）

（図 2）．
（１）　特　徴
・ �NTTの研究所が開発した ３次元
物体を高精度に認識する「アング
ルフリー物体検索技術」によって，
見る角度が異なっていても，周囲
にある立体物などを高精度に認
識し，関連情報を提示
・ �３次元物体を認識するための参照
画像データベースは，従来の１0分
の １に削減
・ �利用者の属性（国籍，言語，性別
など）や状況（位置，行動の履歴
など）を把握し，類似属性を持つ
ほかの利用者の行動履歴 ・評価
履歴などに基づき，パーソナライ
ズされた有用な情報を提供

（2）　主な利用シーン
・ �観光地での外国人旅行者や観光客
向けの文化の違いを考慮したナ
ビゲーションサービスの実現

・ �スポーツイベントなどでの，混雑
状況や利用者の好みに応じた会
場案内
・ �展示会などでの解説によるサポー
ト，商店街の店舗案内

被写体識別技術を活用した商品の
パーソナルな情報提示サービス

2020年に向けて増加が見込まれる
訪日外国人の店舗での体験を活性化さ
せるべく，日本料理や民芸品などの知
らない商品の情報をその場で提示する
サービスのコンセプトを提案します．
これまで取り組んできたSightX（2）を
発展させ，クラウドデータ活用型被写
体識別技術を用い，スマートフォンや

タブレットのカメラでかざした商品を
高速に識別し，インターネット上の情
報を活用した商品情報を利用者の文
化，嗜好などの個人属性に応じて母国
語で提示します（１）（図 3）．
（１）　特　徴
・ �クラウド上に蓄積された雑多な
画像群から被写体のみを自動抽
出することで，辞書構築の手間を
低減
・ �画像を超低容量にインデクシング
することで，認識したい被写体の
種類が増えても，高速・高効率に
識別可能
・ �インターネット上のレシピや口コ
ミなどの商品の関連情報をコン

その人の「状況」や「属性」に応じて
情報を表示

クチコミ

お昼は食べたけど，ちょっと
休憩したいな．お土産も欲しい

日本食を食べたいけれど，
どんなお店が良いのかしら

カードが使えるお店は
ないかしら？

このコンビニ，トイレもあるし
カードも使えるのね

こんな日本食もいいわね．
私たちの国から来た旅行者にも

人気があるわ

まねき屋（雑貨）

うどん○○（和食）

人
や
状
況
に
応
じ
て
抽
出

★★★★☆
昔なつかしい招き猫から，
斬新な招き猫まで揃って
ますよ．店員さんも親切

★★★★☆
実はこの店のあんみつが
超おススメ．3 時から夕
方までは，…

Udon ○○
(Japanese Noodle)

★★★★★
It’s really delicious!
I like this nabeyaki udon.

Convinience N
○○ branch
（Convinience Store）

ATM:✔（24h）
Card:✔
Toilet Room:✔

この雑貨屋さん，
丁寧でいいわ

餃子定食が
一押し

I like this 
Nabeyaki udon

ここのあんみつ，
本当においしい

It’s very 
delicious!

こんなところにも
かわいい雑貨屋さん！

このお店，甘味も
人気があるのね

図 ２ 　被写体識別技術を用いたナビゲーションサービス
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テンツ生成に活用
（2）　主な利用シーン
・ �飲食店や土産店での料理，民芸品
の母国語での紹介
・ �日本文化に興味のある方への料理
や民芸品に関連した文化，風習，
トピック，食べ方，使い方などの
提示
・ �文化的背景や食品アレルギーなど
により食事に気を付けている方
への料理の原材料提示
・ �商品に関する他人の評判情報の
提示

競技中の選手情報を把握可能な個
人適応型スポーツ観戦補助サービス

スポーツ観戦時の「この選手の情報
を今知りたい！」を解決します．スマー
トデバイス上に，自分が興味を持って
いる選手の情報をお好みの言語で，タ
イミング良く提示します．また，観衆
がアップロードしたコンテンツから，
自分が興味を持っている選手の画像な
どを収集し，シーンごとに整理して提
示します．さらには，アップロードさ
れたコンテンツをアーカイブし，競技
後も閲覧可能とすることで，大会終了
後の観光資源としての利活用を目指し
ます（図 4）．

（１）　特　徴
・ �ブログやSNSなどにアップロー
ドされた映像や画像を自動的に
収集する「CGMオートザッピン
グ」機能により，観戦者がアップ
ロードした映像や画像を自動的
に収集
・ �それらのメタ情報（時間情報など）
やテキスト情報（書き込みのタイ
トルや内容），映像の特徴などを
手掛かりとして，選手ごとの映像
を一元管理

（2）　主な利用シーン
・ �ロードレース競技（マラソンなど）
を観戦中に，ほかの場所を走って
いる選手をさまざまな視点から
ほかの観戦者が撮影した映像を
マルチアングルで視聴

今後の展開

本稿では，2020年に向けNTT�R＆D
フォーラム20１5に出展した４つのサー
ビスコンセプトを紹介しました．出展
当日およびその後の数多くの反響を受
け，今後は，交通事業者や観光事業者
などのパートナーとのコ・イノベー
ションを加速させ，トライアルを通じ
てパートナーとユーザとともに，一緒
になってサービスを具体化していきた
いと考えています．そのため，PoC
（Proof�of�Concept）とトライアルを
支える開発 ・トライアル環境として
研究開発用サービスプロトタイピング
クラウド（クロスファーム）（2），研究
開発用テストベッドネットワーク

被写体識別 コンテンツ生成

What’s this?

日本文化に興味あり食材に気を付けている

インターネット

＜サンプルメニュー＞

画像 レシピ 百科事典
口コミ 動画

図 3 　被写体識別技術を活用した商品のパーソナルな情報提示サービス

これはかつ丼です．
米と豚肉などが良く
使われるようです．

これはかつ丼です．
日本では，ゲン担ぎ
としても食べます．
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（GEMnet2）（３）を整備 ・高度化してい
くとともに，コンセプト提案とPoCの
サイクル（つくって，壊して，試して
みる）を素早く回し，サービス検証を
実施することで，先進的・象徴的サー
ビスの創出を目指していきます．
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図 4 　競技中の選手情報を把握可能な個人適応型スポーツ観戦補助サービス

利用シーン例：マラソン観戦

お気に入り選手の位置表示

競技中の選手に関する情報を提示

クラウド活用による選手の状況把握

場所に紐付いたアーカイブを観光資源として活用

お気に入り選手の位置表示

選手の位置をクリック ○○選手の現在画像

この場所で，あのデッドヒートがありました!

【この選手について】
出身国：○○
年齢：△△
過去の戦績：◎◎
現在のラップ：□□

…

（上段左から） 金丸  直義/ 手塚  博久/
 深山  　篤

（下段左から） 中村  幸博/ 山口  　仁/
 茂木  　学

2020年に向け，訪日外国人などの旅行者
やスポーツイベントの観戦者･運営者等を支
援するサービスの開発に取り組んでいきます．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
� ２₀２₀エポックメイキングプロジェクト
TEL� ₀₄₆-₈₅₉-２₅₀１
E-mail　eep-hosa lab.ntt.co.jp


