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NTTグループの交通分野の取り組み

高精度測位社会の到来

2020年に向けて，2018年には準天
頂衛星システムの 4 機体制での本格
運用が予定され，屋外では大幅に向上
するであろう高精度測位環境のもと，
防災，交通，農業などのさまざまな分
野でのサービスの創出が期待されてい
ます．一方，測位衛星による測位は実
現できない屋内では，高精度測位を実
現するための技術開発や取り組みが進
められていますが，さまざまな課題か
ら幅広く利用可能な測位環境は，現在，
提供されていない状況にあります．都
市における人々の行動の多くが，地下
街，商業施設，オフィスビルなどの屋
内であることから，屋外，屋内シーム
レスに活用できる測位環境が提供され
ることは，さまざまな位置情報サービ
スの創出が期待されるとともに，訪日
外国人や観光客の利便性の向上や，
人々の安心 ・ 安全への寄与など，屋内
空間における社会課題の解決も期待さ
れます．

国土交通省 国土政策局 国土情報課
では，「高精度測位社会プロジェクト」
を推進しており，世界に先駆けて屋内
外の測位技術などを活用したさまざま
なサービスを生み出し，民間事業者等

による多様なサービスが生まれやすい
環境づくりの検討が行われています．

本稿では，本プロジェクトにおいて
2015年度に実施された「東京駅周辺屋
内外シームレスナビゲーション実証実
験」での取り組みについて，屋内外シー
ムレスなデジタル地図の整備，測位環
境の構築や，環境を利用するナビアプ
リケーション，サービスアイデアの創
発など，その実施概要を紹介します．

実証実験の概要

高精度測位社会プロジェクトでは，
2014年度に多くの企業の参加により，
東京駅周辺の一部のフィールドにおい
て，さまざまな測位手法を用いた精度
検証が実施され，その有効性が確認さ
れました．その結果を踏まえ，2015
年度は，東京駅周辺の地下でつながっ
た範囲（大丸有 ・ 八重洲 ・ 銀座）の広
大なエリアを対象に，屋内デジタル地
図の整備と屋内測位機器の設置による
屋内位置情報サービスの環境を整備
し，ナビゲーションアプリ「ジャパン
スマートナビ」により，広く一般を対
象に，2016年 2 月 4 日〜 3 月 6 日の
約 1 カ月間，実証実験を実施しました

（図 1 ）．また，ビジネスアイデアを保
有する企業の参加による各種アプリ

ケーションの実証実験や，位置情報を
活用した東京駅の魅力向上に向けたア
プリケーションアイデアを創発するた
めのアイデアソン ・ ハッカソンを実施
することで，屋内外シームレス測位環
境における位置情報サービスの利活用
拡大に向けた取り組みも並行して実施
しました．
■実施目的

本実証実験の目的は，一部の限定的
なエリアではなく，東京駅を中心とし
た広範囲な地下街をフィールドとする
ことで，技術的，運用的な新たな課題
を把握し，今後他エリアへ拡大できる
モデル事業にすることにあります．横
展開を容易にするため，測位精度は歩
行者ナビゲーションとして必要な精度
を確保するという観点で，現状の技術
で安価に構築できる位置情報サービス
の環境整備を実施しました．また，設
備図面の入手や測位機器の設置にかか
るビルの所有者，地下街の地権者の
方々との調整や行政機関への占用手続
きなどの運用面，ビーコンの最適な配
置計画や屋内地図製作などの技術面に
ついても，構築手順や留意事項などの
整理を行いました．

G空間 高精度測位社会 屋内外シームレス測位

東京駅周辺屋内外シームレスナビゲーション実証実験 
—国土交通省「高精度測位社会プロジェクト」への対応

2018年には準天頂衛星システムの本格運用により屋外での測位精度の向
上が見込まれ，また，屋内の測位技術の進展により，屋内外シームレスに
高精度な位置情報を活用できる高精度測位社会の到来が期待されます．本
稿では，国土交通省「高精度測位社会プロジェクト」にて実施された「東
京駅周辺屋内外シームレスナビゲーション実証実験」の取り組みについて
紹介します．
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■実証実験環境
（1）　屋内デジタル地図
屋内デジタル地図の作成は，歩行者

ナビゲーションでの利用を想定し，新
たな測量をすることなく，既存の地図
素材や測量成果を最大限活用すること
により，効率的に製作することとしま
した．デジタル地図の製作におけるポ
イントは以下のとおりです．

・ 基準となる屋外地図として，国土
地理院の基盤地図（数理地図
2500）と整合性の高いNTT空間
情報の「GEOSPACE」を使用

・ 屋外との接続ポイントには，既存
のMMS（Mobile Mapping Sys-
tem）データも活用

・ 屋内外をシームレスに接続する
「アンカーポイント」は場所情報
コードを登録

・ 国土地理院で検討している仕様原
案に沿った仕様に基づく試作地図
仕様での製作

地下街や建物内の屋内空間は，施設
管理者が保有するフロアマップや設備
管理図面を収集して，屋内 ・ 屋外の接
続点や，地下通路やビルの出入り口な
どの接続部分にアンカーポイントを配
置しました（図 ₂ ）．複数の図面から
一枚の地図とするには，シームレスに
各図面をつなげる必要があり，接続部
分や屋外地図に合わせ込むことを中心
に調整作業を実施しました．また，一
般に公開する地図であることから，設
備管理図面からは歩行者ナビゲーショ
ンのみに必要な一般の歩行者が通行可
能であるエリアのみの抽出を実施しま
した．設備管理図面は精度を保ったデ
ジタル地図を製作するうえで重要なた
め，効率良くかつセキュアに情報収集
する仕組みがポイントとなります．

（2）　測位環境
測位環境の構築は，歩行者ナビゲー
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ションとして利用者が活用するために
必要な整備方法を検討して，設置計画
を立案し整備を行いました．測位県境
の構築におけるポイントは以下のとお
りです．

・ 測位信号として活用できる安価な
ビーコンを設置．配置にあたって
は，NTTデータの「BeaconNAVI」
のノウハウを活用

・ 既存のWi-Fi信号の活用を含め，
ビーコンは設置エリアの特性に応
じて疎密を考慮

・ Ucode方式による「場所情報コー
ド」送信し，サーバ問合せなしで
も位置を把握

・ 測位信号によらない測位手段とし
てPDR（Pedestrian Dead Reck-
on ing）を活用

「BeaconNAVI」は，10 m間隔にビー
コンを配置することで， 3 m精度での
測位や，商業施設における吹き抜けな
どにおいてもフロアの切替を実現可能
とする仕組みです．本実証で歩行者ナ
ビゲーションサービスに必要な測位精
度を保持する測位環境を構築するとい
う目的のもと，ビーコンは必要最少限

の数量を整備することとしました．ま
た，今回は電池式のビーコンを中心に
300個程度を配置していきましたが，
電池交換の軽減のため，部分的に配置
した短期的なメンテが不要な太陽光発
電方式などを使用することが必要に
なってきます．

（3）　実証システム ・ アプリケー
ション

測位技術と地図を利用するサービス
プロトタイプとして，ジャパンスマー
トナビを提供し，より多くのユーザに
屋内外シームレスサービスの利便性を
体感してもらうこととしました（図 3 ）．
今回提供した実証システムの構成を
図 4 に示します．

・ 測位モジュール：ビーコンや
Wi-Fiアクセスポイントの情報を
サーバから取得，測位信号を受信
できない場合には，PDRも活用
し複数の測位手法より最適な解を
算出

・ 地図情報表示：階層別に表示し，
位置情報に応じたスクロールや階
層切替などを実施

POI（Point of Interest）情報とし

て，改札口，地上出口，トイレなどの
公共的な情報を集約，整備し情報提供
するとともに，ポータルサイト「goo!」
を運営するNTTレゾナントが集約す
る飲食店などの情報を活用し，民間の
POI情報についても情報提供を実施し
ました．アプリケーションの主な機能
は下記のとおりです．

・ スポット検索として，東京駅周辺
のPOIを検索対象とした目的地の
検索

・ 経路探索として，段差が少ない
ルートなどを含め，目的地への最
適ルートの検索

・ 位置情報に基づく，屋内外シーム
レスな現在地の表示

また，事務局が提供したアプリケー
ションとは別に，測位環境や地図情報
を提供することにより，サービサーと
なる企業 ・ 団体と連携したサービス
が創発されることをめざし， 4 つの
企業 ・ 団体と連携し，ストレスフリー
な移動支援，災害時の安全な避難誘
導，測位精度の向上，を目的とするア
プリケーションの実証実験も実施し
ました．
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図 4 　実証システムの構成図 3 　ナビゲーションアプリ
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■アイデアソン ・ハッカソン
測位環境や屋内地図を整備すること

が，新しく多様なサービス創出につな
がっていくことをめざし，慶応大学大
学院SDM研究科神武直彦准教授の
コーディネートのもと，「東京駅の魅
力向上アイデアソン ・ ハッカソン」と
いうテーマで，2015年12月13日にア
イデアソンを，2016年 1 月23〜24日
にハッカソンを実施しました（図 5 ）．

象徴的な地域である東京駅周辺とい
うエリアをテーマとしたことから，参
加者のモチベーションは高く，アイデ
アソンにおいては11のサービス案が
創出され，多様な位置情報サービスの
創出に向けては，企業 ・ 団体による
サービスのみならず，一般参加型の取
り組みによるサービス創発が有効であ
ることが確認できました．

ハッカソンでは，アイデアソンで創
発したサービスアイデアのもと， 6 つ
のチームにより短期間で，サービスプ
ロトタイプが構築されました．開発を
支援するため，測位モジュールや地図
情報の提供を実施し，併せて，データ
の収集や開発をサポートするチーム編
成し，短期間での開発を推進しました．
その結果，ボットを活用した東京駅周
辺の案内，位置情報と連動したミッ
ションクリア型の情報収集など，革新
性や実現性あるサービスが開発され，

屋内外シームレスな測位環境を地図が
整備 ・ 提供することは，さまざまな
サービス創出につながります．

今後の展開

ターミナル駅を中心に広大な地下空
間が発達している日本では，屋内での
測位環境や地図整備などシームレスに
位置情報サービスを実現できる環境
があることにより，世界に先駆けた
サービスが創発されることが期待さ
れます．

測位環境の整備エリアを拡大させる
ためには，屋内地図を作成するための
設計図面の効率的な収集，測位機器の
設置や維持の負担を軽減といった運用
面や，シームレスな地図の製作技術，
屋内測位の精度向上など技術面の課題
を解決することにより，多様なサービ
スを創出しやすい環境をつくることが
重要になります．

さらに高精度化を図ることで，バリ
アフリー目的での活用や，危機管理や
インフラ設備管理などでの活用への期
待が見込まれるとともに，ICT化を図
ることで，位置情報と連動したデジタ
ルサイネージなどと連携した付加価値
性の高いリアルタイム情報サービスの
実現や，集約した位置情報のビッグ
データ解析により，イベント開催時に
おける混雑解消や災害時における円滑

な避難誘導に向けた活用なども見込ま
れます．2020年に向け，訪日外国人，
観光客の利便性の向上や，交通計画，
人員配置計画の検討など，多方面にお
けるサービス向上に寄与していくこと
が期待されます．

なお，本件は，国土交通省の2020
年に向けた施策である「高精度測位社
会の実現」にかかる検討業務について，
NTTデータおよびNTT空間情報が採
択され，実施した内容です．
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準天頂衛星の本格運用により，屋内外に
おける防災，交通，農業，LBSなどの分野
で官民による位置情報活用の推進が予想さ
れます．本取り組みについても日本発のグ
ローバル展開可能な魅力的なサービスとし
て，さらに発展していくものと考えます．
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図 5 　ハッカソン風景


