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NTTグループの交通分野の取り組み

背 景

2016年 1 月，米国ラスベガスで
全 米 家 電 協 会（CEA：Consumer 
Electronics Association）が主催する
世界最大のコンシューマ向け家電見本
市の「CES 2016」が開催されました．
従来のCESは，TVやAV機器などの
家電が中心でしたが，近年はウェアラ
ブルやセンサなどのネットワークにつ
ながるさまざまな機器（いわゆる

「IoT」）が中心になってきています．
そうした中「CES 2016」では自動車
関連やドローンなどモビリティ関連の
展示も多く見受けられました．例えば，
個々のクルマがぶつからない事象を学
習し，最初はぶつかっていたのが学習
が進むにつれぶつからなくなり互いに
譲り合って走る展示などは，今後，さ
まざまな移動するモノがネットワーク
につながって知能化し，自ら最適化し
ていく世界を表しているといえるで
しょう（詳細につきましては本誌62
頁，Focus on the Newsをご覧くださ
い）．

さて，日本国内に目を向けると，
1980年には10%以下であった高齢化率

（65歳以上人口割合）は2014年10月 1
日時点で26%まで上昇し，2025年には

30%を超えると予想されています（1）．
こうした超高齢化社会においては，
スーパー ・ メガリージョンとコンパク
トシティの形成や，それらを連携する
交通革命（コネクティビティ ・ イノ
ベーション）といったハードインフラ
の対応と合わせて，ICTやソフトイン
フラの活用が強く求められています（2）．

一方，日本を訪れる外国人は年々大
幅に増加しており2015年は1973万人
となり（3），政府は2020年までの訪日外
国人数の目標を年間2000万人から
4000万人に引き上げています．こう
した訪日外国人の爆発的な増加は，交
通機関や観光地の混雑となり，ハー
ド ・ ソフト両面の受入れ環境の整備が
緊急の課題となっています．

このように，交通を取り巻く環境は
大きく変化しており，新たな技術が生
まれる一方で，さまざまな課題が顕在
化してきています．

NTTグループの交通×ICTの 
取り組みの方向性

現在，情報通信事業者の役割が変化
する中，NTTグループはICTを「触媒」
としてとらえ，さまざまな分野 ・ 業界
の価値を高める役割を果たしていこう
としています．そこで，戦略的にター

ゲットとなる分野 ・ 業界（交通，農業，
医療，街づくり，観光など）を選定し，
その一分野としての交通の領域で，
ICTを一層活用していく取り組み（交
通×ICT）を進めています．

本稿では，NTTグループの交通×

ICTの取り組みの中から，超高齢化や
訪日外国人の爆発的な増加が進展する
社会において，移動する人間を中心と
してとらえ，さまざまな交通 ・ 移動手
段を「シームレス」につなぎ，多様な
人の移動を最適に支援する「ダイバシ
ティ ・ ナビゲーション」（4）の実現につ
いて考えていきたいと思います（図 1 ）．

シームレスな移動

人々がある場所からある場所へ移動
するとき，さまざまな移動手段を組み
合わせて移動しています．徒歩 ・ 自家
用車 ・ バス ・ タクシーから電車に乗っ
て，さらに電車を乗り換えて飛行機に
乗り，パーソナルモビリティやシェア
リング自転車で観光したりするなどで
す．その際，どういった手段を組み合
わせてどのように移動するのが良いの
かを考えることは，交通機関の発展に
伴いますます複雑になってきていま
す．それは高齢者や訪日外国人にとっ
て，さらに深刻なものになります．外
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NTTグループにおける交通×ICTの取り組み

NTTグループでは今後ICTの活用が進んでいく各業界のパートナーとの
コラボレーションを推進しています．本特集では交通業界におけるコラボ
レーションやそれを支える技術について紹介します．
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国人に向けた言葉の問題はもとより，
必要な情報がどこにあるのか分からな
かったり，交通事業者ごとに情報提供
のレベルや手段が異なっていたり，情
報の連携がとられていなかったり，同
じ交通施設（駅など）の中でも，施設
ごとに地図がバラバラだったりつな
がっていなかったりすると，移動にお
ける大きなバリアとなります．そのた
め，さまざまな交通手段や交通事業者，
施設の情報やサービスをICTの力によ
り「シームレス」にしていくことが非
常に重要と考えます．

ダイバシティ ・ ナビゲーション

前述のように交通の「シームレス」
化が重要であるのに加えて，移動が困
難な人（移動制約者）は，高齢者や訪
日外国人だけでなく，妊産婦，幼児 ・
子ども，けがをした人，大きな荷物を
持った人，障がい者（肢体 ・ 視覚 ・ 聴
覚等が不自由な方）など，それぞれの
必要なものが多様であるため，設備，
機材，介助，人による心遣いだけでは
対応が難しい面をICTにより補うこと
が求められています．例えば，訪日外
国人に対応するにしても，駅の案内サ
インや係員を100以上の言語に対応す
ることは困難であるため，ICTによる
多言語対応や表示，案内が有効となり
ます．こうした人々の多様性に合わせ
た情報提示や最適な移動の支援を私た
ちはダイバシティ ・ ナビゲーションと
呼び，技術開発，サービス提供を推進
しています．

支える技術

「シームレス」な「ダイバシティ ・

ナビゲーション」を実現するためには，
どんな技術が必要でしょうか（図 2 ）．

まずは，移動に必要なさまざま情報
を整理するためのシームレスなデジタ
ル地図が必要となります．このデジタ

ル地図においては，人々や移動するモ
ノが多様化 ・ 高度化するに伴い，ナビ
ゲーションや制御のために今まで以上
の高精度が求められています．さらに，
その時々で最適なナビゲーションや制
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図 1 　交通×ICTの方向性
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御を行うためには，場所に対応した高
鮮度で時々刻々と動的に変化するダイ
ナミックな情報が必要となります．こ
うした情報はもはや地図というよりは

「空間データ」と呼んだほうが良いか
もしれません．

次に，空間データにダイナミックな
情報を付加していくためには，人間や
環境を把握するための「センサ」，セ
ンサ情報を集めるためのネットワーク

（いわゆる「IoT」），そして集めたセ
ンサ情報から，人間の意図 ・ 状況や，
環境を理解 ・ 予測するための「データ
解析」技術が必要です．センサには，
生体情報のモニタやカメラ，機器セン
サなどのほか，移動において重要な位
置を把握するための測位の仕組みが含
まれます． 

最後に，さまざまな人や状況に合わ
せて，情報やナビゲーションを提供す
るためには，HMI（Human Machine 
Interface）が重要です．スマートフォ
ンやデジタル ・サイネージ，VR（Virtual 
Reality），音声，振動といったさまざ
まな技術の高度化と最適な組合せを進
めています．

実 証 実 験

NTTグループでは，こうした技術
の開発と並行して交通関連パートナー
と実証実験や新たなサービスの提供に
取り組んでいます．「シームレス」の
実現に向けた，東京駅周辺屋内外シー
ムレスナビゲーション実証実験への参
画や高度化技術の開発 ・ 実証，鉄道事
業者の鉄道や駅のシームレスな情報
サービスの開発，「ダイバシティ ・ ナ
ビゲーション」の実現に向けた，羽田

空港での情報ユニバーサルデザイン高
度化の共同実験や，バリアフリーマッ
プをソーシャルにつくる技術の開発 ・
実験，新たなモビリティの実現に向け
たパーソナルエージェントの実証実験
を行いました．

交通の「サービス化」に向けて

2020年代に向けて自動車の自動運
転が実現されるといわれていますが，
自動車を中心とする移動するモノが
ICTの力により極度に高度化したと
き，交通全体はどのようになっている
でしょうか．自動車の自動運転の実現
と，ライドシェアに代表されるような
共有型経済（シェアリングエコノミー）
が進展し，自動車は自律化と共有化に
向かうとの見方があります（5）.こうし
た流れの中で交通全体のサービス化が
急速に進展していくのではないでしょ
うか．そこでは，あらゆる交通手段が

「シームレス」につながり，全体が最
適に制御されていて，人々は必要なと
きに必要なだけ自由自在に多様な交通
手段を使うことができるでしょう．
2015年10月には欧州で“Mobility as a 
Service Alliance”（6）が創設されました
が，まさにそうした世界をめざしたも
のといえます．

こうした流れの中，NTTグループ
はICT ・ サービスや，世界中の事業者
のネットワークを「シームレス」に接
続 ・ 運用してきた強みを活かして，さ
らに交通関連パートナーとのコラボ
レーションを加速し，交通分野の発展
に貢献していきます．

本特集では，このようなNTTグルー
プが取り組む交通×ICTの方向性を支

える技術や，歩行者の移動支援を中心
とした交通関連施設などでの実証実
験，実際に交通向けに商用として提供
されている取り組みなどについて紹介
していきます．
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（左から） 森内  一成/ 深田　  聡

交通分野が大きく変わる次の10年におい
て，交通関連パートナーとのコラボレーショ
ンを加速し，交通分野の発展に貢献してい
きます．
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