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NTTグループの交通分野の取り組み

高精度測位社会と「シームレス 
ナビゲーション」

近年，G空間情報（地理空間情報）
と測位技術にICTを連動させた，新た
な商品やサービスが次々と生み出され
ています．その進化は非常に早く，
2020年までには，車が高速道路を自動
走行し，建設現場では自動化された建
設機械が稼動するといわれています．
これらの商品やサービスは，私たち
の生活にも影響を与え，より快適で安
心・安全な社会環境の実現に寄与する
ことが期待されます．例えば，初めて
訪れた場所でも，スマートフォンのボ
タンを押すだけで，複雑な地下街や駅
の中を混雑具合に応じてストレスフ
リーに案内し，必要であれば自動的に
タクシーの手配までしてくれるでしょ
う．また，私たちの正確な現在位置を
周辺の自動運転車に伝えることで，交
通事故から自分を守ることもできるか
もしれません．
このような社会を高精度測位社会と
呼び，その実現に向け国土交通省では
「高精度測位社会プロジェクト」を立
ち上げ，屋内外の測位技術，地図情報
などを活用したさまざまなサービスを
生み出す空間情報インフラ，およびそ

れらを効率的・効果的に整備する手
法・体制などについての検討，実証実
験を推進しています．今後ますます，
民間事業者による多種多様なサービ
ス創出が加速されることが期待され
ます．
私たちは，そうした社会的な要請の
中でもお客さま個人を，屋内・屋外を
問わず今いる場所から目的の場所まで
継ぎ目なく確実に案内する，「シーム
レスナビゲーション」サービスに着目
し，この付加価値を高め，効率の良い
仕組みとして提供可能とする地図基盤
技術の研究開発に取り組んでいます．
本稿では，これまでの私たちの取り組
みについて紹介します．

「シームレスナビゲーション」の 
高度化に向けた技術開発

シームレスナビゲーションサービス
の実現にあたっては，①地形，建物形
状などの図形情報や，それらに付随す
る名称，施設・設備などの属性情報と
いった，周囲の地理に関するさまざま
な情報（地図情報）を検索・提示可能
とする「地図基盤技術」，②自分の現在
位置を精度良く特定できる「高精度測
位技術」が重要な基盤技術となります．
私たちは，これまで脈々と重ねてき

た情報検索，テキスト解析などの要素
技術，大規模データベース運用に関す
る知見を強みとできる，地図基盤技術
の領域において研究開発を進めていま
す．以下，最近の 3つの成果について
紹介します．
■パラメトリック地図基盤技術
電子地図を用いたサービスは，すで
に広く展開をされており，例えば，ポー
タルサイトやスマートフォンのアプリ
ケーションなどで実際に日々使われて
いる方も多いかと思います．そうした
従来の地図サービスでは，サービス提
供者側において用意した地図情報を画
像化し，これを個々の利用者の端末に
配信，表示することが一般的でした．
この形式では，サービスにかかわらず
一元的にデータを提供できること，端
末側の負荷が低いことに利点がある一
方で，例えば，サービスごとに地図自
体の見せ方・表現を変えることは難し
く，またサービス独自の情報を地図中
に付与するにも制限がありました．
そこで私たちは，サービスごと，ひ
いては利用者ごとにでも地図を描き分
けられたり，元の地図に含まれない情
報も図中に付加して描くことのでき
る，地図配信・表現のための新たな基
盤技術として，「パラメトリック地図

シームレス 2.5D地図基盤技術 歩行者ナビゲーション

シームレスナビゲーションの高度化に向けた
地図基盤技術の開発
2020年までには，準天頂衛星 4機体制（2018年），屋内測
位技術の進歩などにより「高精度測位社会」の実現が見込
まれています．高精度測位環境が実現され，さまざまなサー
ビスに広がるためには，地図を中心とした空間情報インフラ
の充実が必要となります．本稿では，高精度測位社会におけ
るさまざまなサービス実現の基盤となる地図基盤技術の高度
化に向けた取り組みと，本基盤を活用したシームレスナビ
ゲーションの技術検証状況について紹介します．
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基盤技術」を開発しました．本技術で
は，元の地図情報を図化してから配信
するのではなく「データ」の状態で配
信し，これを利用者の端末側で描き分
けることによって，サービスや利用者
の状態に応じた柔軟な表現を可能とし
ます．
これにより，例えばナビゲーション
時の目的地やルート上の曲がり角など，
目印として有益な対象物を立体的にし
て強調するといったことを，サービス
提供者が配信する地図情報はそのまま
に，利用者の状態や要求に応じて簡単
に実現することができます（図 1）．
■ナビゲーション指向地域情報 

統合 ・ 解析技術
ソーシャルメディア（ブログ，SNS
など）で日々発信されている膨大なテ
キスト情報の中には，ある地域や建
物・店舗，駅や道などに関連する情報
が多く含まれています．一方で，そう
した情報の多くは，それが指す場所に
ついて，住所などの位置が正確に示さ
れていることは少なく，一部のメディ
アに付与されたGPS情報などを参照
する場合を除けば，地図上の実際の場
所と紐付けてこれを提供することは困
難でした．
そこで私たちは，発信されたテキス
ト情報中に含まれる地理に関する情報
（地名の一部，駅名，店名など）から，
そのテキスト情報がどの場所について
どんな話題を述べているのかを解析す
る技術をコアとする，「ナビゲーショ
ン指向地域情報統合・解析技術」を開
発しました（図 2）．
本技術により，例えば地図上の地域
や建物・店舗，駅や道に関する口コミ
情報を，ソーシャルメディアから高鮮
度に抽出，パラメトリック地図基盤技

術を介して配信することで，その時点
でより利用者の興味を惹くナビゲー
ションへと反映させることをめざし
ます．

■シームレスナビゲーション情報
管理基盤技術
高精度測位環境を実現し，さまざま
なサービスに活用するためには空間情
報インフラ，中でも地図情報そのものの
広範な整備が重要です．私たちが生活

【災害時】災害等により現在話題になって
いるスポットや防災関連施設などの防災
情報を地図上に表示

避難所道路の陥没を発見
しました
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サービス例：自治体向け
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【通常時】名所・名物・イベント
などの観光情報を地図上に表示
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図 2 　ナビゲーション指向地域情報統合・解析技術の概要

案内経路
現在地

目的地

サービス・アプリの独自データ（例：現在地，目的地，
案内経路等）を画像・図形描画に直接反映可能
→ユーザの目的や状況に合わせ描画・表現を柔軟に実現

地図は地物オブジェクト（地図を構成する
要素ごとのデータ）群として一律に配られる
→目的によらず共通の「データ」として配信

図 1 　パラメトリック地図基盤技術の特徴



NTT技術ジャーナル　2016.5 19

特
集

圏とするあらゆる場所（屋外だけでな
く商業ビルの中，地下街，鉄道構内な
ど）について，地図情報が存在し，提
供されることが大前提となるためです．
しかし実際には，国土地理院などに
より公的で一律なデジタルデータの整
備が進む屋外と比較して，屋内フロア
マップに代表される屋内空間情報は，
建物所有者によって個々に作成・活用
されており，そのデータ形式（表）や
精度などもさまざまなので，これを屋
外と同様に一律，統一的に整備するこ

とは事実上困難といえます．
そこで私たちは，そうした地図情報
を有するさまざまな建物・設備所有者
とコラボレーションを図りながら地図
整備を維持 ・拡大していくための基
盤技術として，「シームレスナビゲー
ション情報管理基盤技術」を開発して
います．
本技術では，屋内外の地形・建物な
どの図形情報や，建物名・店舗名，施
設情報などの属性情報が，異なる所有
者から異なる周期で提供されることを

前提として，共通の座標系に基づく空
間情報データベース内に齟齬なく投入
し，管理・編集，出力を可能とするた
めのデータ変換，検索・編集，条件付
き出力（緯度経度範囲，階数，付加属
性等）などを実現する予定です．
また，このようにして作成された地
図データは，パラメトリック地図基盤
技術を介することで，ナビゲーション
に用いることを想定しています．従来
地図に比べ，屋内フロアや属性情報な
ど，情報量が格段に増える場合でも，
ナビゲーションのルート周辺とルート
外とで配信情報量を調整することで，
通信量の低減，処理の高速化を図るこ
とを検討しています．

技術検証のための取り組み

研究開発においては，技術そのもの
を生み出し磨き上げることとともに，
実際にそれを試してフィードバックを
得ることが重要です．特にナビゲーショ
ンにかかわる技術においては，端末や
アプリケーションと利用者だけに閉じ
た世界ではなく，リアルな場所，環境
もあって初めて成立するためです．
私たちは，自らの開発技術とシーム
レスナビゲーションの実現イメージ
（図 ₃）を持ち込みつつ，すでに市場

表　代表的な地図情報形式

区　分 フォーマット 説　明
2D Shapeファイル（SHP） Esri社の提唱するベクトル形式の地図データを扱う業界標準フォーマット

2D Scadec	data	eXchange	Format（SXF） 国土交通省主導で開発された，異なるCAD間でデータをやり取りする際に使用する中間
ファイル形式

2D/₃D Drawing	Exchange	Format（DXF） CAD図面の情報交換におけるデファクトスタンダード

₃D Film	BoX（FBX） ₃Dデータを異なるアプリケーション間でスムーズに受け渡しができるように設計された
フォーマット

₃D Industory	Foundation	Classes（IFC） BIM（Building	Information	Model）用のデータ交換基準フォーマット

₃D City	GML OGC（Open	GeospaHal	Consortium）が制定する₃D都市モデルを表現するためのXMLベー
スのファイルフォーマット

EV

E V

もっとスムースに

屋内地下

屋外

シームレスな地図でナビゲーションは進化する
もっと分かりやすく もっと状況に即して

もっとシンプルに
スマートフォン スマートウォッチ

図 ₃ 　シームレスナビゲーションの実現イメージ
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に登場しているさまざまな高精度測位
技術を利用できる場として，高精度測
位社会プロジェクトにおける実証実験
の取り組みに参画をし，開発技術の検
証に取り組みました（1）．
本実験においては，提供された屋内
地図データを用い，屋内・屋外の出入
りや，地下・地上の階層構造など，パ
ラメトリック地図基盤技術を活用し
た「2.5D地図表現（平面＋階層表示）」
（図 4）を，利用者の歩行状態や端末
の持ち方など，いわゆるメニュー・ボ
タン操作ではない自然な所作からナビ
ゲーション情報を得られるアプリケー
ションを実現しました（2）．
実験の結果から，屋内外を通して提
供された測位環境による測位に対し
て，私たちの技術によって提示する屋
内外シームレスな地図，経路提示は追
従性，レスポンスなどにおいておおむ
ね問題なく機能することを確認しまし
た．加えて，2.5D地図表現により，屋

外建物裏への経路提示や，屋内の上下
移動などの場面において，直感的に理
解しやすい表現効果を得られることも
確認できました．一方で，ビルの狭間
や屋内外出入り口など，測位の揺れが
大きいところでのナビの中断，2.5D
地図表現における屋外建物高さや屋内
設備情報の配置表現（どちらが手前か
奥か等）など，課題も多く得られまし
たので，さらなる改善に向けて技術開
発にフィードバックしていきたいと考
えています．

今後の展開

シームレスナビゲーションとして掲
げた，高精度測位社会における個人の
ためのサービスのかたちは，私たちの
開発技術だけで実現できるものではあ
りません．高精度測位のような私たち
では成し得ない技術開発もそうです
が，広範な地図情報を維持・更新して
いくためのスキームや体制の確立な

ど，官民含めさまざまなプレーヤーに
よるさらなるコラボレーションがあっ
て初めて実現されるものです．
逆に私たちは，そうしたコラボレー
ションの一員として，今回紹介した技
術のさらなるブラッシュアップのみな
らず，新たなアプリケーション，サー
ビスを生む土台となるような，新たな
技術創出にも取り組んでいきます．
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2020年，高精度測位社会の実現をター
ゲットに，官民双方でさまざまな取り組み
が始まっています．私たちの取り組みをきっ
かけに，今後NTTグループでも高精度測位
社会を活用した新たな取り組みが広く始ま
ることを期待しています．

◆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	 046-859-2620
E-mail　plg-dev lab.ntt.co.jp

地図データ提供：国土交通省高精度測位社会プロジェクト

2.5D地図表現実際の場所

図 4 　2.5D地図表現の例


