ニューヨークだより 2013 年 6 月

米国における WiFi 位置情報ソリューションの動向
和田恭＠JETRO/IPA New York

１．はじめに
米国では Wi-Fi ネットワークの普及に伴い、インドアポジショニングシステム（IPS）と呼ば
れる屋内位置測定技術に注目が集まっている。インドアポジショニングとは、人工衛星を
利用したグローバルポジショニングシステム（GPS）では屋内の位置測定ができないため、
Wi-Fi 機能を搭載するスマートフォンやその他の端末機器と、各施設に設置された Wi-Fi
アクセスポイント間の電波受発信を利用するなど、屋内で利用可能な通信手段やセンサ
ーを用いて屋内にある情報端末（ひいてはユーザー）の位置を測定する手法のことであ
る。
既に、こうしたインドアポジショニング技術を利用したサービスの実証試験などの動きが
始まっており、Wi-Fi ネットワークやスマートフォンの普及を背景に、同市場は今後、大き
く成長することが期待されている。最近では、Apple 社が 2013 年 3 月にインドアポジショ
ニングソリューションベンダ WifiSLAM 社を買収したことが注目された。そのほか、一般
ユーザーが有する Wi-Fi 搭載スマートフォンをベースに、各種小売店舗や商業施設向け
に、各ユーザーの所在地をベースにした付加価値情報を提供したり、業務改善に活用し
たりといった取り組みの他、インドアポジショニング技術をベースに資産管理を行うといっ
た動きも出てきている。
本稿では、こうした Wi-Fi 位置情報ソリューションに関する動きを踏まえ、同市場の概観、
主要なプレーヤー、具体的なアプリケーション分野と導入事例などについて報告する。
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２．Wi-Fi 位置情報ソリューション市場の概観
(1) Wi-Fi ホットスポットの普及状況
モバイル広告会社 Jwire 社によると、米国には 2013 年 6 月時点で、有料と無料サービ
スを含めて合計 136,987 ヶ所の Wi-Fi ホットスポット（有料、無料）が、公共スペース（主
に喫茶店やホテル、空港など）に設置されている1。これは、人口 1 万人当たりで見れば
4.3 であり、韓国 37.5（1 位）、イギリス 28.9（2 位）に比べれば少ないものの、日本の 1.2
に比べれば、遥かに整備が進んでいると言える。
日本、韓国や一部ヨーロッパと比較して、ブロードバンド整備で遅れていた米国では、従
来から公共で利用できる Wi-Fi ホットスポットの整備に力を入れてきており、特定の通信
会社やハードメーカーの囲い込みでない、一般利用可能な Wi-Fi ホットスポットが、地方
自治体や企業の取組みにより随所に設置されている Wi-Fi 大国である。
ニューヨーク市では、使われなくなった公衆電話ブースから電話機を撤去し、そのスペー
スを活用して、タッチスクリーン式液晶画面と無料ホットスポットを設置し、市内情報発信
ブースとして活用する取組みを進めている。同市では、2012 年夏に 10 ヶ所の公衆電話
が試験的に更改され、好評を得たため、市内にある 1 万 2,360 箇所の公衆電話ブース
の大部分をホットスポットに変更する計画を進めている2。
【図表 1：WiFi ホットスポット兼情報発信ブースに更改された公衆電話ブース（右）】

1
2

http://v4.jiwire.com/search-hotspot-locations.htm
http://mashable.com/2012/07/11/new-york-payphone-hotspot/
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このほか、Google 社は、本社のあるマウンテンビュー市を含めたシリコンバレーのほぼ
全域をカバーする無料 Wi-Fi ホットスポットエリアである Google Wi-Fi を運用しているが、
同地域では、2013 年 3 月から各自治体も各家庭に設置されたスマートメーター通信網
を外部公開する形で、一般向け Wi-Fi ホットスポットの整備を進めている3。一方、ニュー
ヨーク市でも、Google 社のある Chelsea 地区において、2013 年 1 月から一般向けに無
料 Wi-Fi ホットスポットエリアを運用している。
通信事業者においても、最近は Wi-Fi 網の利便性向上にも取り組んでいる。米大手ケー
ブル TV 事業者 5 社である Comcast 社、Time Warner 社、Cablevision Systems 社、
Cox Communications 社、Bright House Networks 社は 2012 年春時点において、全
社合計で有する 5 万箇所のホットスポットを、各社の加入者が相互に利用できるように
開放することで合意した4。この中でも Time Warner は積極的であり 5,000 箇所のホット
スポットを 2013 年内に倍増する計画を立てているが、一方で、他の事業者の足並みが
揃うかは不透明である。
また、Wi-Fi 機器の技術規格を定めている団体 Wi-Fi Alliance では、2012 年 6 月から、
公衆無線 LAN に自動接続する機能「Passpoint」を装備した機器の認定を開始している5。
世界で見ても、Wi-Fi ホットスポットは急速に整備されてきている。調査・コンサルティング
会社 Informa Telecoms & Media 社によると、2009 年には全世界約 50 万箇所だった
公共 Wi-Fi ホットスポット数は、2011 年に 100 万箇所を超え、以後毎年約 100 万箇所
増のペースで増大すると予測している6。
【図表 2：全世界における公共 Wi-Fi ホットスポット数（単位：百万）7】

3

http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57576524/silicon-valley-city-flips-switch-on-big-wi-fi-project/
http://www.informationweek.com/mobility/wifi-wimax/cable-giants-open-50000-wi-fi-hotspots/240000695
5
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1206/27/news022.html
6
http://www.statista.com/statistics/218596/global-number-of-public-hotspots-since-2009/
7
http://www.statista.com/statistics/218596/global-number-of-public-hotspots-since-2009/
4
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【図表 3：全世界におけるプライベート Wi-Fi ホットスポット数（単位：百万）8】

法人向け Wi-Fi サービスを提供する iPass 社の Steve Livingston 上席副社長は 2012
年 6 月、Wi-Fi ホットスポットが世界中で「指数関数的に激増」9しており、2015 年には世
界の公共 Wi-Fi ホットスポット数が 580 万ヶ所にも達しうると指摘している。
JiWire 社によると、国別 Wi-Fi ホットスポット数は、韓国（18 万 6,759）と英国（18 万
2,603）が圧倒的に他国をリードしており、次いで米国（13 万 6,987）と中国（10 万 4,107）
が第 3、4 位にランクインしている。2013 年 6 月現在、10 万箇所を超えているのは、こ
の上位 4 ヶ国のみで、5 位以下は 4 万ヶ所以下の普及に留まっている10。
【図表 4：主要国別 Wi-Fi ホットスポット数 – 2013 年 1 月現在11】

8

http://www.statista.com/statistics/218601/global-number-of-private-hotspots-since-2009/
http://www.ipass.com/blog/mobile-data-offloading-conference/
10
http://v4.jiwire.com/search-hotspot-locations.htm
11
http://www.statista.com/statistics/157138/countries-with-available-wi-fi-locations-and-hot-spots/
データの取得時期が文中と違うため注意されたい。
9
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(2) 屋内位置情報サービスの台頭
スマートフォンの普及と Wi-Fi ホットスポットの増加に伴い、「インドアポジショニングシス
テム（IPS）」、「インドア GPS」、「リアル・タイム・ロケーション・システム（RTLS：Real
Time Location System）と呼ばれる測位サービス市場は、今後の急成長が期待されて
いる。
調査会社 Global Information Inc.（GII）社によると、RTLS は、2011 年頃から運輸送や
医業界で導入され始め、2012 年には 3 億ドル市場に成長、今後は石油およびガスをは
じめとするエネルギー資源、政府、航空宇宙、製造業界が中心となって、同世界市場は
向こう 10 年間で 1,300％成長し、2022 年には 40 億ドルに膨らむと予測している12。
RTLS に含まれる位置情報サービスは、RFID（radio-frequency identification）を用いた
業務効率化をはじめ、備品や製品、機械の屋外移動を監視する設備資産のトラッキング
管理が中心であるため、必ずしも屋内とはいえないが、ここではインドアポジショニング関
連情報として紹介している。
屋内位置情報サービスに限定すると、一般消費者向けと小売業界向けが成長市場とみ
なされている。具体的には、スマートフォン利用者に屋内現在地情報を提供し、商業主に
は消費者の流れや動きに基づいたリアルタイム・モバイル広告機会を提供するというサ
ービスである。同市場はまだ黎明期にあり、技術標準や規格が整備されていないことも
あり、複数の技術や手法、そして数多くの大手と新興企業が参入しつつある。
このような状況を 受け 、リア ルタ イム位置情報活用 広告（real-time location-based
advertising）市場が開花し始めている点も興味深い。調査会社 Berg Insight 社 によると、
LBA（location-based advertising）と呼ばれるサービスの世界市場規模は 2012 年に 5
億 2,600 万ユーロに達し、モバイル広告全体の 9.1％を占めているとのことである13。ま
た、LBA 市場は、2017 年までの間、年間成長率平均 65.2％で拡大し、65 億ユーロに
達すると見込まれている。LBA 市場がデジタル広告全体の約 5％、また、すべての媒体
を含む広告全体の 1％以上を占める計算になる。
このような状況下、大手通信機器・ソリューションベンダーNokia 社では、構内測位ソリュ
ーションおよび屋内位置情報サービスの技術標準化やシステム導入の促進を図るため
の業界団体「In-Location Alliance」を 2012 年 8 月に結成し、関連企業各社に加盟
を呼びかけている。創設時の加盟企業は、Broadcom 社、Nokia 社、Nomadic
Solutions 社、Qualcomm 社、RapidBlue Solutions 社、Samsung Electronics 社、

12

http://www.prnewswire.com/news-releases/real-time-location-systems-market-to-grow-more-than-1300-overthe-next-decade-reaching-4-billion-by-2022-167865025.html
13
http://www.prnewswire.com/news-releases/lbs-research-series-2013-204475091.html
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Sony Mobile Communications 社など 22 社で14、2013 年 4 月現在、加盟企業数は
60 社以上に増えている15。
屋内位置情報サービス市場がこの数年、米市場で急成長している背景には、連邦
通信委員会（Federal Communications Commission : FCC）が 1996 年に施行した
「E911（Enhanced 9-1-1）」（911 番は米国の緊急通報番号で、日本の 110 番にあ
たる）の影響がある16。同制度は、携帯電話からかけられた緊急通報（911 番）に
関し、その電話の位置か、最寄りの基地局の場所を即座に提供することを携帯通
信事業者に義務付けたものである。FCC ではその内容について、独自の精度基準
を設定しており、位置特定技術の種類に応じて 50〜300 メートル以内で発信場所
を特定するよう規定している。

14

http://marketingland.com/the-in-location-alliance-wants-to-take-lbs-targeting-inside-19660
http://www.prweb.com/releases/2013/4/prweb10682417.htm
16
http://transition.fcc.gov/pshs/services/911-services/enhanced911/
15
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３．Wi-Fi 位置情報ソリューションに関わる主要プレーヤー
(1) 5 つのソリューション分野別主要業者
屋内位置情報ソリューション市場は大別すると、①構内測位サービス、②構内地図作成、
③それらを活用したアプリケーションの提供 、④業務用 RTLS（リアルタイムロケーション
システム）導入サービス、そして、⑤RTLS を活用した資産トラッキング管理ソリューション、
という 5 つに分類することができる。
①構内測位サービス
構内測位サービスは、屋内における人々（が持っている情報端末）の現在地を特定す
るサービスで、現在、ByteLight 社、Wifarer 社、Navizon 社、Pole Star 社などの 4 社
が注目されている。
ByteLight 社
ボストン近郊拠点の ByteLight 社は、LED 照明を活用することで、屋内でのスマートフ
ォン利用者の位置を 1 秒位内に約 1 メートル以内の誤差で特定できると謳っている17。
同社の構内測位システムは、LED パルスの発信パターンを活用するもので、人間の
目には探知されないそれぞれに特異なパルスをスマートフォンやタブレットのカメラが
検知し、検知した携帯機器に搭載されているアプリケーションが、検出した LED の変
調データに基づきその携帯機器の屋内位置を割り出すものである。同システムに対応
した LED 照明は、一般的な LED 照明より高額であるものの、Wi-Fi スポットを必要と
せず、構内の LED から発信されるパルスが持つ固有の ID と、その構内にいる利用者
の携帯機器によってその携帯端末の位置が特定されるため、他の手段より迅速に位
置を割り出せるというメリットがある。また、位置情報に関する各種のデータ類は転送さ
れないという情報セキュリティ上の利点もある。ただし、同システムを活用するには、構
内に数百という機器を設置し、構内地図を作成する必要がある。それらの機器は、
Bluetooth 標識に対応するもので、設置は簡単だが電池を電源とするため、電池交換
という作業も必要となる。
WiFarer 社
英 Economist 誌が「（LED 照明の信号に比べて）将来性あるアプローチ」18と評する方
法が、携帯電話通信網と Wi-Fi ホットスポットの両方を使った構内測位ソリューション
17

http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21567197-navigation-technology-using-satellitesdetermine-your-position-only-works
18
http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21567197-navigation-technology-using-satellitesdetermine-your-position-only-works
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である。その代表的なサービス事業者として WiFarer 社が挙げられる。 同社は Wi-Fi
信号を使って、屋内でのスマートフォン利用者の位置を 3 フィート以内で特定
できるとしており19、利用者の位置に関する多種多様の統計やデータの他、ポッ
プアップ広告の配信プラットフォームも提供する。同社のシステムは、建物に
既に設置されている Wi-Fi ホットスポットを使うことから、ByteLight 社 が活用
する特殊な LED 照明ソケットや、Cisco 社の MSE（Mobility Services Engine）
が利用するルーターやオーディオ・ノードなどの機器設置コストを必要としな
い点において、比較的普及しやすいものと期待されている20。また、位置特定を
スマートフォン側で行うため、一般消費者向けに汎用のスマートフォン用アプ
リケーションを提供することにより、建物ごとの専用アプリケーションを作成
導入する必要がない点も特徴である。
同社のビジネスモデルは、同ソリューションを採用する建物所有者や小売業者
からの初期及びその後のサービス料金収入と、構内地図向けコンテンツから計
上される収入の一部を受け取るものとなっている21。ただし、現在、同社のサー
ビスがサポートしているのはボストン市 Prudential Center を含め 3 地点に限ら
れている。
Navizon 社
Navizon 社が提供する Indoor Triangulation Service は、Wi-Fi 信号を活用した三
角測量によって構内測位ソリューションを提供するものである22。同サービスは、
WiFarer 社のサービスと同様に、専用ソフトウェアやハードウェアといった基幹
設備を設置する必要がなく、管理ダッシュボードを稼働させるためのシステム
統合は 1 日で完了でき、手頃な価格で構内測位プラットフォームを提供できる
点を強みとしている23。
Pole Star 社
Pole Star 社は、2013 年 4 月初頭に、Mobile World Congress（MWC）において、初
のクラウドコンピューティングベ－スの IPS（屋内位置情報システム）である NAO
Cloud を発表し、注目を集めている。創業者兼 CEO の Christian Carle 氏は、開発に
5 年を要したとされる NAO Cloud を導入することで、「同ソリューションを採用する建物
所有者や商業主、提携業者は、それぞれが提供するモバイル・サービスに屋内位置情
19

http://www.core-apps.com/blog/next-technology-indoor-gpslocation-services/
http://techcrunch.com/2012/08/01/wifarer-brings-indoor-navigation-to-the-royal-bc-museum/
21
http://www.core-apps.com/blog/next-technology-indoor-gpslocation-services/
20

22

http://www.pcworld.com/article/255802/new_ways_to_track_you_via_your_mobile_devices_big_brother_or_
good_business_.html?page=0
23
http://www.sensewhere.com/blog/a-look-at-small-indoor-location-competitors
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報を簡単に組み込むことができるようになった」と話している24。NAO Cloud が競合サ
ービスと異なる点は、申し込み後 2〜3 時間でサービス開始が可能で、iOS と Android
の両プラットフォームに対応し、Wi-Fi 信号がない場所でも微小電気機械システム
（MEMS：Micro Electro Mechanical Systems）などの動作センサーデータを使うこと
で屋内位置情報を自動算出する融合エンジン機能を有している点である。ちなみに、
MWC の会場で約 50 人が試した結果、その精度は誤差約 1 メートル以内だったとの
ことである。
さらに、「ブラインド」クラウドソーシングという特許申請中の機能によって、スマートフォ
ン利用者からの位置情報を常時集めることで、構内測位エンジンの精度を上げること
ができることも特徴である25。具体的には、NAO キャンパスというサービスを起動させ、
任意の屋内にいるスマートフォン利用者の位置データを集めることで、新たな構内位
置測定を行い、建物内部の位置分析をカスタマイズできる。NAO Cloud は、2013 年
4 月時点で、合計 5,300 万平方フィートの商業施設や空港、公共建物に係る構内デー
タを有しており、そのデータ蓄積量を武器に、構内測位用アルゴリズムを常時向上させ、
Bluetooth などの低電力信号をはじめとする非 Wi-Fi 信号を活用して構内測位技術を
展開している26。
同 CEO はまた、一部で話題となっている LED ベース IPS（屋内位置情報サービス）に
ついて、LED 照明から発せられる光波とスマートフォン・カメラを使った構内測位手法
を過去に実験した結果、対応範囲を拡大するのに要する費用対効果が高くなかったと
いう。NAO Cloud は現在、第三者アプリケーションに統合できるソフト開発キット（SDK）
も提供している。
②構内地図作成
上述の構内測位システムの前提として、構内の建物、什器類などの配置を示す地図
（構内地図）が必要となる。この構内地図作成分野において、有力な Google 社、
WifiSLAM 社、Meridian 社の 3 社を紹介する。
Google 社
Google 社は米国を中心に 1 万ヶ所以上の建物構内地図をすでに作成している。
また同社は、建物所有者や商業主が見取り図と、Android 用アプリケーション経
24

http://www.directionsmag.com/pressreleases/pole-star-releases-worlds-first-cloud-based-indoor-locationsolution-for-ip/321957
25
http://www.directionsmag.com/pressreleases/pole-star-releases-worlds-first-cloud-based-indoor-locationsolution-for-ip/321957
26
http://www.rudebaguette.com/2013/04/15/why-polestars-indoor-gps-technology-10-years-in-the-making-isthe-future-of-local-commerce/
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由で構内に設置された Wi-Fi ホットスポットの位置情報を自らアップロードでき
るサービスを開始しており、クラウドソーシングによる構内地図整備を狙って
いる。これに対して、商業主達は、Google 社が一方的に構内地図情報を屋内位
置情報ベース広告事業に使うのではないかと懸念しており、見取り図のアップ
ロードはあまり進んでいないとも指摘されている27。
Google 社は、2012 年に Google Maps に構内地図機能を加えており、現在、米
国内 17 の空港や成田空港のほか、単一店舗として世界最大の床面積を誇る
Macy's のマ ンハッタ ン旗艦店、ミネソタ 州ブルーミントンに ある Mall of
America といった公共施設や大型商業施設の構内まで含めた地図ナビゲーション
サービス（Google Maps indoors）を Google Maps 及び Android 搭載機器用アプ
リケーションで提供している。また、これらの構内地図は、Street View とも連
携しており、道路だけではなく屋内から見た三次元映像の閲覧も可能である。
Google 社はさらに、建物所有者や商業主が屋内平面見取り図の変更をすぐに反
映できるツールも提供している28。
WifiSLAM 社
シリコンバレーに本拠を置く WifiSLAM 社は最近までは、知名度が低いスタートア
ップ企業であったが、2013 年春に Apple 社に 2,000 万ドルで買収されて以来、一
気に注目度が上がった29。WifiSLAM 社は、Wi-Fi 信号をはじめ、スマートフォンに搭
載されている各種のセンサーデータを使って屋内での位置を割り出す技術を展開して
いる。同社はこれまで構内測位技術を提供してきたが、構内地図作成技術も有してい
ることから、次期 iOS の Maps に構内測位機能を付加することが予想されている30。
Apple 社は昨年、自社開発した地図サービスアプリケーション Maps を不完全な状態
でリリースするという失態をおかし、モバイル地図アプリケーションにおいて Google
Maps に 大 き な 後 れ を と っ て い る が 、 構 内 地 図 と 構 内 測 位 と い う 成 長 分 野 で 、
WifiSLAM 社の技術を iOS に統合し、Google 社や Nokia 社に挑戦する基盤固めに
注力しているようである。

27

http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21567197-navigation-technology-using-satellitesdetermine-your-position-only-works

28

http://www.pcworld.com/article/255802/new_ways_to_track_you_via_your_mobile_devices_big_brother_or_g
ood_business_.html?page=0
29
http://features.techworld.com/mobile-wireless/3437672/indoor-positioning-market-heats-up-with-appleacquisition-of-wifislam/?print
30
http://seekingalpha.com/article/1355281-apple-s-indoor-location-acquisition-it-s-about-apps-notmaps?source=google_news
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Meridian 社
Meridian 社は、位置情報モバイル・ソフトウェアの開発企業で、屋内ナビゲーションと
位置情報ベースサービス（LBS）の両方に向けたモバイル・アプリケーションを開発でき
る初のプラットフォームとして SDK を提供する31。同社は、NavKit と BluDotKit と呼ば
れる SDK を第三者アプリケーション開発業者に提供しており32、構内地図情報や構内
測位サービスを可能にするアプリケーションの開発促進に取組んでいる。また、典型的
な位置情報アプリケーションと異なり、Meridian 社の SDK は、コンテンツ管理システ
ムを提供している点が挙げられる。尚、同社は、後述する Aruba Networks 社による
買収が、2013 年 5 月に発表されている。
③アプリケーション提供
同分野は、構内測位サービスや構内地図を活用する建物所有者や商業主に対して、
消費者の位置情報を活用した付加価値機能を提供するものであり、 Euclid 社と
Nearbuy Systems 社が注目されている。
Euclid 社
Euclid 社は、小売業者による販促や販売方法、運営方法におけるパフォーマンス最適
化を可能にする消費者屋内位置情報アプリケーションを提供している。簡単な環境設
定と使いやすいウェブベースのダッシュボードによって、導入小売業者の集客力向上
を支援する。スマートフォン利用者個人のプライバシーに配慮しながら、匿名で消費者
情報を収集し、消費者動向の洞察および分析内容を小売店に提供している33。
Nearbuy Systems 社
Nearbuy Systems 社は、消費者の屋内位置情報を客足増加に結びつけるための
SaaS プラットフォームを小売業者に提供する。同社のプラットフォームは、opt-in によ
って自分の現在地情報を Wi-Fi 信号経由で検知させる消費者の動きや流れといった
屋内消費者移動データを単一表示する SaaS を開発した34。導入小売店は、それによ
って得られるデータを活用することで、消費者に対するターゲット販促を展開することが
できるものとなっている。

31

http://www.qualcomm.com/media/releases/2012/11/15/qualcomm-expands-market-leading-izat-locationplatform-enable-indoor
32
http://www.prweb.com/releases/2012/11/prweb10109593.htm
33
http://www.aerohive.com/partners/solution-partners/location-based-services
34
http://www.crunchbase.com/company/nearbuy-systems
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④業務用 RTLS（リアルタイムロケーションシステム）導入サービス
Wi-Fi スポットとそれに基づく屋内位置情報機能を活用した包括的業務用システムを
提供するのが同分野であり、Cisco 社と Aruba Networks 社が主要企業として挙げら
れる。
Cisco 社
Cisco 社は、Connected Mobile Experiences35という Wi-Fi ベース屋内位置情報プラ
ットフォームのもとに Cisco Connected Mobile Experiences for Retail36を小売業者
に提供している。Connected Mobile Experiences は、スマートフォン利用者の位置情
報に基づいたコンテンツ配信を可能にするプラットフォームを商業主に提供するもので
ある。Cisco Mobile Services Engine と Cisco Wireless Access Points によって、ス
マートフォン利用者の状況や屋内位置情報、その付近での滞留時間に関するデータを
検知し、その内容に応じたメッセージをスマートフォン利用者に配信できる。 Cisco
Connected Mobile Experiences for Retail は、同プラットフォームを小売業界向けに
特化させたシステムで、スマートフォン利用者の屋内位置情報に基づいた個別のコン
テンツや関係性の強いサービス、標的特典をスマートフォン利用者に配信する37。
Cisco 社では、2013 年 3 月にカリフォルニア州サンノゼにて開催した会議「Cisco
Tech Editors Conference」において、自社の位置情報サービスである MSE（Mobility
Services Engine）に Qualcomm 社製チップ Atheros を活用することで、屋内測位機
能の大幅向上を実演している。MSE は、Cisco 社が公共建造物構内に設置している
無線通信網で、屋内位置ベースアプリケーションの開発を促すプラットフォームである
38
。Cisco 社の MSE は、ThinkSmart 分析プラットフォームとも統合されている。これは、
大型商業施設内にいる消費者のスマートフォンからの Wi-Fi 信号を使って、消費者の
滞留時間や移動パターンを追跡する技術。蓄積されたそれらのデータを分析すること
で、消費者行動の傾向を導き出し、販促に役立てることを狙ったプラットフォームである
39
。
Aruba Networks 社
Aruba Networks 社は 2013 年 5 月 17 日、前出の Meridian 社を買収することで、
RTLS 市場へ進出している。Aruba Networks 社の既存事業は、コンベンション・センタ
35

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1205/index.html
http://www.cisco.com/web/strategy/retail/cmx.html
37
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1205/index.html
38
http://features.techworld.com/mobile-wireless/3437672/indoor-positioning-market-heats-up-with-appleacquisition-of-wifislam/?print
39
http://features.techworld.com/mobile-wireless/3437672/indoor-positioning-market-heats-up-with-appleacquisition-of-wifislam/?print
36
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ーやホテル、病院、大型商業施設を含む企業向けの Wi-Fi を活用した広域構内通信
網（WLAN）と周辺サービスに重点を置き、同業界においては、世界第 2 位の企業であ
る。Meridian 社が提供する構内測位システムは、このような商業建物をターゲット市場
してきたことからも、Aruba Networks 社は 本業の WLAN 事業と構内測位事業を融合
することで Cisco 社に対抗し、成長が確実視される構内測位サービス市場を一気に取
り込むことを狙っているものと見られている40。
⑤RTLS ベース資産トラッキング管理ソリューション
同分野は、構内測位システムを活用して、備品や製品、機械といった資産をトラッキン
グ 管 理 す る ソ リ ュ ー シ ョ ン 市 場 で あ り 、 そ の 主 要 ベ ン ダ ー と し て Ekahau 社 と
AeroScout 社の 2 社について、以下に紹介する。
Ekahau 社
Ekahau 社は、Wi-Fi 通信網と位置情報システムを使った資産管理プラットフォームの
RFID-over-Wi-Fi を企業に提供する。RFID タグを使ってデータおよび音声を構内
WLAN で検知して屋内位置を特定する。フォーチュン 500 にランクする多くの大企業
が同社の顧客になっており、業界的は製造業、小売をはじめ、医療、教育、重工業、政
府機関、軍など広範にわたる。特に病院市場に強く、世界で 300 ヶ所の病院が同社の
RTLS を採用している41。
同社はまた、Forensics Replay と Ekahau Vision という新機能を追加し、救急対応関
連のサービスを強化している42。前者は、同社が提供する Wi-Fi バッジ（信号を発信す
る電子機器）所有者が緊急事態に直面した場合に、救急事態発生直後の動きを 1 秒
毎のリプレイ機能によって再追跡できるようにしている。そのバッジと Ekahau Vision
ソフトウェアは、救急事態発生時に利用者の正確な位置を特定することで、即応時間
の短縮を図り、さらなる被害の防止を目指す。バッジ所有者が Ekahau バッジについて
いるプルダウン・スイッチをオンにする、最寄りの Ekahau バッジに通報が送られ、発
信者の位置が LED ディスプレイに示される。メッセージはバッジを介して電子メールと
ポップアップ・メッセージの二通りで院内関係者のパソコンとスマートフォンに配信され
る仕組みとなっている43。

40

http://gigaom.com/2013/05/17/aruba-buys-indoor-location-startup-meridian-heres-why/
http://www.aerohive.com/partners/solution-partners/location-based-services
42
http://www.ekahau.com/products/real-time-location-system/vision.html
43
http://news.thomasnet.com/companystory/Ekahau-Showcases-RFID-over-Wi-Fi-TM-RTLS-Safety-AlertingSolution-at-RFID-Journal-Live-20007660
41
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AeroScout 社
AeroScout 社は、屋外と屋内における Wi-Fi ベースの資産位置特定サービスをはじめ、
長距離アクティブ RFID を活用した追跡、難所（渋滞地点）の見通し判断、センサーお
よび遠隔測定といった各種の機能を Wi-Fi 通信と融合させることで、業務効率化とコス
ト削減を目指している44。
(2) インドアポジショニングシステム（IPS）が注目される要因
IPS 市場の潜在性については、今後の成長見込も含め、大きな期待が集まっている。
その理由としてまず挙げられるのが、衛星測位システムである GPS では構内測位
への対応に限界がある点である45。GPS は、米軍が戦場での位置特定と、航空機
や軍艦の航法のために開発した測位技術であり、1 万 2,600 マイル上空に打ち上げ
られた 24 基の人工衛星からの電波を受信することで、地球上の現在位置を特定す
るというのが基本的な仕組みである。一般利用者が自動車のナビゲーション用途
で GPS を使う場合は、通常 3〜4 基の人工衛星によって位置が特定される。障害
物があると、人工衛星から利用者への「視線（line of sight）」が遮断され、位置特
定に時間がかかるという難点もある。
もう一つの理由は、消費者が外出先で、時間とお金を費やす大部分の場所が屋内
であるという点である。消費者の現在位置に応じたきめ細かなサービス提供がで
きれば、外出先における消費・学習活動の活性化にもつながることから、IPS の応
用範囲は広いといえる。IPS の具体的な応用範囲としては、下表に挙げるような活
用例が想定される。
【図表 5：IPS の活用例】
機能
位置案内

位置共有
買い物
割引券や特典

具体例
大型商業施設や美術館、博物館、空港、病院、大学、オフィスビル、工場、
コンベンション・センターといった大きな面積の建造物内の位置情報に即し
た館内案内を提供できる。
友人や家族との外出に際し、巨大かつ非常に混雑した商業施設内で移動
あるいは待ち合わせる場合に、互いの位置を確認および共有できる。
大型複合商業施設や大規模店舗のなかで、何がどこにあるのかを探して
目的地に簡単に移動できるようにする。
屋内現在地情報をもとに、商業主は割引券や特典情報を消費者のスマー
トフォンに配信可能になる。

44

http://www.aerohive.com/partners/solution-partners/location-based-services
http://dondodge.typepad.com/the_next_big_thing/2013/04/why-indoor-location-will-be-bigger-than-gps-ormaps.html
45
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広告

消費者の正確な位置や時間、興味、嗜好に応じて、商業主はターゲット広
告を配信できる。
ゲーム
「 MyTown 」 「 Life is Crime 」 「Tap City」「 Monopoly」 「 Tower defense 」
「Risk」といったモバイル・ゲームは、プレーヤーの位置情報をゲーム要素
に組み込める。
資産管理
機器や在庫、資産、ロボット、車輌といった設備の動きを正確にトラッキング
管理できる。
特 定 人 物 の 位 置 医師や技術者、監督者、同僚のリアルタイム位置情報を即座かつ正確に
確認
確認することで、必要な対応が迅速に可能となる。
国防および諜報
混雑した場所や暗い場所で人や移動物体のトラッキングに活用できる。
消防および警察
消防士や警察官が、混雑した場所や暗い場所で人や移動物体のトラッキン
グに活用できる。

(3) IPS に使われる主な技術
屋内におけるスマートフォン利用者の位置を特定する技術・手法については、主に下記
に挙げる 10 種類がある。最も一般的な方法は、Wi-Fi ホットスポットや携帯電話通信網
を使ったものである。
GPS の信号は屋内に届かないため、建物の屋根上に GPS アンテナを設置し、それ経
由で屋内との交信を可能にすることで、GPS 信号を構内測位に使う位置特定技術もあ
る。ただ、人工衛星と、スマートフォンに内蔵される GPS チップの交信による位置特定に
は、テニスコートほどの広さの誤差が生じるという欠点がある46。したがって、小規模小売
店が並ぶ集合小売り施設では実用性がなく、この手法については、それほど効果的では
ないと考えられる。
Wi-Fi ホットスポットを利用した位置測定の場合、同ホットスポットはすでに多くの公共建
物に設置されているため、新たな設備投資を最小限に抑えることができるという利点が
ある47。これには、以下のとおり、三角測量やフィンガープリンティングなどの技術が用い
られるが、後者については WiFarer 社によると、従来の三角測量よりはるかに複雑な処
理が必要だが、構内で反射する Wi-Fi 信号を補足し、個別に識別することにより正確な
位置特定が可能とのことである48。
さらに、Bluetooth や音波を活用する手法も試されているが、範囲が狭すぎるという弱点
があり、また、コストもかかるという難点がある 49 。その他にも、磁気センサーやカメラ、
46

http://www.directionsmag.com/articles/10-things-you-need-to-know-about-indoor-positioning/324602
http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21567197-navigation-technology-using-satellitesdetermine-your-position-only-works
48
http://www.itbusiness.ca/news/wayfinding-tech-points-to-emerging-service-market-for-canadian-firms/34249
49
http://www.core-apps.com/blog/next-technology-indoor-gpslocation-services/
47
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LED 照明を使った測位方法があるが、現時点で、構内測位ソリューション分野において
抜群の優位性を持つ技術は存在しない。単独で有効に機能する測位技術や方法は存在
せず、いくつのかの技術や手法を組み合わせて屋内位置を割り出すという取り組みが、
現時点では現実的といえる。
【図表 6：IPS に用いられる技術ソリューションと特徴50】
技術・手法
Wi-Fi 三角測量

仕組みと特徴
複数の Wi-Fi ホットスポットからの信号の強弱を測る三角測量によって
携帯端末の位置を特定するもので、最も一般的な手法。3 つの Wi-Fi ホ
ットスポットに接続する必要はなく、信号の強弱だけを測量できれば可
能となる。Android 搭載機種は、Wi-Fi 信号に関する API（application
programming interface）を開発業者に公開し、屋内位置情報アプリケ
ーションの開発を奨励している。しかし、Apple 社は、iOS の API を公開
していないため、現時点において iOS 向け屋内位置情報アプリケーショ
ンは、Wi-Fi 信号以外の信号や技術を使わなければならない。Wi-Fi 三
角測量は、最も安価で一般的な方法と言えるが、位置によって測位精
度が落ちることもある。
GPS/ 携 帯 電 話 通 信 GPS 信号か携帯電話通信基地局信号か Wi-Fi 信号のいずれか検知
/Wi-Fi 三角測量
可能の場合に可用信号すべてを使って位置を特定する。アルゴリズム
によって、位置特定に使う信号の優先順位が状況に応じて決められ、最
適の信号をもとに屋内位置が特定される。一般に「ハイブリッド」型と呼
ばれる手法で、精度も比較的高く、現在最良の方法とみなされている。
Wi-Fi フィンガープリ Wi-Fi フィンガープリントを得るためにスマートフォンの Wi-Fi 通信機能
ンティング
を起動し、あらかじめ登録された Wi-Fi 機器／場所マップと照合して、位
置を特定する。例えば、Foursquare の「チェックイン」などで利用されて
いる。Wi-Fi フィンガープリントとは、Wi-Fi 通信時の機器の作動データ
であり、文字通り指紋のように Wi-Fi 機器ごとに固有である。これを、
Wi-Fi フィンガープリントのデータベースと照合することで位置を特定で
きる。ただし、Wi-Fi 機器がデータベース上登録されている必要があるな
どの制約がある。
専用無線標識
建物のなかに設置された安価かつ微弱の無線標識で、固有の信号をス
（Dedicated
マートフォンに発信することだけに使われる。位置特定の方法は Wi-Fi
Beacons）
三角測量と同じ。
Bluetooth センサー
専用無線標識か Bluetooth 信号のメッシュ・ネットワークからの信号を
読み取って位置を特定するもの。
既知の位置からのセ スマートフォンには、方位計や回転速度計（回転儀）、加速度計、高度
ンサーによる追跡
計、気圧計といった各種のセンサーが内蔵されており、それらのセンサ
ーがスマートフォンの動きや方向、速度、海抜の変化を測定する。GPS
50

http://dondodge.typepad.com/the_next_big_thing/2013/04/why-indoor-location-will-be-bigger-than-gps-ormaps.html
http://www.businessinsider.com/infographic-how-location-data-is-being-collected-and-transforming-themobile-industry-2013-5
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磁気センサー
LED 照明

カメラ

IP アドレス

や携帯電話通信基地局、Wi-Fi ホットスポットによって一旦特定された
場所から移動する場合、それらの各種センサーによりスマートフォンの
動きを追跡することで屋内での到達地点を算出する。
磁気センサーは、地球が持つ自然磁力を検知することで、方位計と同じ
ように機能し、縦軸と横軸の緯度を割り出す。
天井に設置されている LED 照明は、100 分の 1 秒単位でパルスを発
するようプログラムできる。人の目にはそのパルスは見えないが、スマ
ートフォンは、種類の異なる照明パルスを検知して三角測量によって屋
内位置を特定できる。LED 照明はそれぞれに固有のパルス・フィンガー
プリントを持っており、照明設置場所に固定されることで屋内位置の特
定算出を簡便化する。
天井や壁に設置されている屋内カメラは通常、100 平方メートル以上を
カバーする。また、スマートフォンに内蔵されているカメラは１秒間に数
多くのスナップショットを自動撮影し、物体認識ソフトウェアが撮影画像
のパターン照合機能を使うことで、スマートフォンのスナップショットを屋
内設置カメラと照合させ、現在地を特定することができる。
スマートフォンのデータ接続にともなって IP アドレスから位置を特定でき
る。ただ、活用している携帯電話事業者によって精度にばらつきがあり、
GPS と Wi-Fi の併用に比べると信頼性が低い。

(4) 複数技術の併用
上述のとおり、特定の構内測位技術が単独で用いられることは比較的少なく、多くの場
合、それらのいくつかが併用されている。屋内ではないが、衛星信号を利用した位置特
定技術である GPS についても、ロシア版 GPS ともいえる GLONASS 信号との併用に
より、精度を上げる試みが行われているが、これに加え、携帯電話のデータ通信機能を
補助的に組み合わせて利用することで、測位精度の向上が図られ ている。これは
assisted-GPS（A-GPS）、assisted-GLONASS（A-GLONASS）と呼ばれている。
スマートフォンの場合、電源が入っている場合に、屋外では GPS 信号を使い、屋内では
Wi-Fi 信号を使って位置を特定することが多い。モバイル・コマース・ソリューション・プロ
バイダーの Aisle411 社は、GPS 信号が微弱の場合（つまり屋内）、Wi-Fi 信号と微小電
気機械システム（micro electro mechanical systems：MEMS）センサーの両方を使って、
屋内スマートフォンの現在地を特定している51。
複数の位置特定技術の併用が進むなか、それをチップ・レベルで可能にする動きもある。
英チップ・メーカーの CSR 社が開発した新型チップアーキテクチャの SiRFstarV は、ス
マートフォンから集められる各種のデータ（主に、信号の強弱、動き、方向性、圧力、速度）
51

http://dondodge.typepad.com/the_next_big_thing/2013/04/why-indoor-location-will-be-bigger-than-gps-ormaps.html
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を専用ソフトウェアによって補完しながら構内測位を補助する機能を有する 52。同チップ
は既に、試用でのパフォーマンス測定によって機能の有用性が実証されている53。
SiRFstarV に基づいて開発されたプラットフォームである SiRFusion は、上述の A-GPS
と A-GLONASS を組み合わせ、さらに MEMS（micro-electro-mechanical systems）セ
ンサーを使った推測航法と Wi-Fi 測位をフル活用することで、構内測位の精度を高める
ことができる。また、最近のスマートフォンとタブレットには、加速度計や磁力計、回転儀、
気圧計などの MEMS センサーが搭載されているため、それらが検知するデータすべて
を活用することで、Wi-Fi 信号と携帯電話通信基地局による三角測量を補助することが
可能となる54。
(5) 4 つの関連技術分野における主要各社の取り組み
IPS サービス関連の 4 つの技術分野の大手は、同市場向け事業を強化しつつある。以
下では、①モバイル・チップ、②モバイル OS、③モバイル端末、そして④ネットワーク機
器製造の分野について、主要企業とその取り組みをまとめた。
【図表 7：各分野における主要企業の取り組み55】
分野
モバイル・チップ

主要企業
Broadcom 社
Qualcomm 社
InvenSense 社
STMicroelectonics
社
CSR 社

主な動向と取り組み
Wi-Fi や NFC （ Near Field Communications ） 、
Bluetooth、携帯電話通信、そして GPS 信号をはじ
め、加速度計や姿勢制御装置、高度計、方位計、磁
力計といった各種のセンサーからの情報を統合して
処理できるチップセットの開発に注力。それらの企
業が開発中のチップセットは、縦軸と横軸の位置座
標や、無線信号の強度、運動方向、そのほかの情
報を提供し、OS や各種アプリケーションによる位置
特定計算を可能にする。Qualcomm 社の IZat とい
うプラットフォームでは、GNSS（global navigation
satellite system）向けには Snapdragon S4、Wi-Fi
向けには Atheros というチップを開発し、GPS と
Wi-Fi の両方に対応した測位機能を持つチップを開
発している。同社の発表によると、既存の測位精度

52

http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21567197-navigation-technology-using-satellitesdetermine-your-position-only-works
53
http://www.gpsworld.com/continuous-indoor-positioning-gnss-wi-fi-and-mems-dead-reckoning/
54
http://www.gpsworld.com/continuous-indoor-positioning-gnss-wi-fi-and-mems-dead-reckoning/
55
http://dondodge.typepad.com/the_next_big_thing/2013/04/leaders-in-indoor-location-positioningtechnology.html
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モバイル OS

Google 社
Microsoft 社
Apple 社

モバイル端末

Samsung 社
Nokia 社
Motorola 社
Sony 社

の 10 倍の正確性を実現し、電池持続時間や筐体
設計にも影響を与えない56。
屋内位置情報サービスへの対応機能を拡充するた
めに、第三者アプリケーション開発業者らに API
（application programming interface）へのアクセス
許可を通じて、アプリケーション開発を促している。
Google Maps は以前から屋内位置情報サービスを
強化しており、現在では、世界の主要空港や大型小
売り施設を中心とした公共建物約１万軒の構内地
図を提供。OS メーカーのなかでは先行している。
Microsoft 社は Bing Maps に、空港や大型小売商
業施設、公共建物を含む 3,000 ヶ所以上の構内地
図を構築し、Google 社を追随している。Apple 社
は、屋内位置情報サービスの新興企業 WifiSlam
社を買収したことによって、同市場に進出。iOS に
屋内位置情報サービスは組み込まれていないが、
WifiSlam 社買収によって取得した技術を使って、
Apple 社が同市場に進出することは確実視されて
いる。
位置情報対応のチップセットと OS の搭載を推進す
ると同時に、独自のソフトウェアを端末に組み込むこ
とで、位置情報サービスを追加および強化してお
り、近い将来に屋内位置情報サービスに完全対応
するための研究開発に注力。Samsung 社は、WiFi 信号や Bluetooth を中心に屋内位置特定技術を
以前から研究している。研究対象には、各種のセン
サーや室内照明からの信号を使って位置を特定す
る 慣 性 航 法 （ Inertial Navigation ） も 含 ま れ る 。
Motorola 社は、「Indoor Location Manager」という
機 能 を す で に 開 発 し 、 「 TRX Indoor Location
System 」 と い う 屋 内 位 置 情 報 サ ー ビ ス を 発 表 。
Motorola 社は既に、Wi-Fi 信号や Bluetooth 技術
に関する位置情報技術特許をすでに多数持ってい
る。Nokia 社は、BlueTooth Low Energy（BLE）無
線標識を基盤にした HAIP（High Accuracy Indoor
Positioning）という屋内位置情報技術を開発。Sony
社は、「SemcMap」と「Indoor Finder」と呼ばれる屋
内位置特定技術を実演する計画を進めている。同
社は、GPS 信号を屋内に転送する実験を実施して
いる点で、競合端末メーカーと異なる。屋根上アン

56

http://features.techworld.com/mobile-wireless/3437672/indoor-positioning-market-heats-up-with-appleacquisition-of-wifislam/?print
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ネットワーク機器

Cisco 社

テナを設置し、そこから GPS 信号を受信し、それを
構内に転送するという構想に基づくもの。
携帯端末から発せられる信号の強さを分析して屋
内での位置を特定する「Mobility Service Engine」
という機能を組み込んだ無線ネットワーク機器をす
でに開発。一般には、スマートフォンが受信または
検知する信号のデータをもとに位置を特定するソリ
ューションが多いことから、Cisco 社の手法は異なる
もの。
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4．Wi-Fi 位置情報ソリューションの活用事例
博物館や病院、商業施設といった公共建築物では、サービス品質の向上、業務効率化、
入居店舗のための販促などの観点から、利用者に対する構内測位サービスの提供を進
めている。それらの建物に導入されている各種の IPS の主な機能には、①屋内ナビゲー
ション、②現在地に応じたデジタル・コンテンツの提供、③利用者の移動状況分析とそれ
に応じたサービス、④位置情報に基づく来場者へのマーケティング、そして⑤資産管理
および安全対策サービス、という 5 つがある。以下、それぞれについて紹介する。
①屋内ナビゲーション
Boston Children’s Hospital
Boston Children’s Hospital は 2012 年 4 月 に 、 「 Boston Children’s Hospital
MyWay」というモバイル・アプリケーションを導入した。同病院では、患者とその家族が
同病院を利用する際に MyWay をワンストップの情報ポータルとして活用することで利
便性の向上を狙っている。MyWay は、院内での行き先の検索と、現在地からそこへの
行き方を詳しく案内（誘導）し、患者とその家族が巨大な院内で目的地に簡単に移動で
きるようにした他、利用者らは MyWay を使うことで 1,000 人以上の医師に関する情報
にアクセスできる。また、同病院が持つ 5 ヶ所の病院で実施される 200 以上の臨床プ
ログラムの内容を確認でき、スマートフォンから予約できるだけでなく、「MyChildren’s
Patient Portal」という同病院ウェブサイトの医療記録ページで、自分の子供の治療歴
を確認できる57。さらに、同病院の医師たちが勤務する別の近隣病院に関する情報に
も簡単にアクセスできる他、それらの病院への道順も表示する。MyWay は前述した
Meridian 社のプラットフォームをベースにして開発されたものである58。
Venetian-Palazzo Casino and Hotel
ラスベガスの大手カジノ施設である Venetian-Palazzo Casino and Hotel は 2012 年
7 月、屋内ナビゲーション・アプリケーション「VP Pocket Concierge」を導入した。カジ
ノ利用客や宿泊客のホテル内移動を簡便化することがその目的である。VP Pocket
Concierge を開発したのは Meridian59社である 。VP Pocket Concierge は、床面積
1,600 万平方フィートのホテル内にあるカジノの他、レストランやバー、会議室、プール、
スパ、トイレ、出口、駐車場、現金自動預金支払機（ATM）、フロント・デスク、ホテル・コ
ンシェルジュといったあらゆる場所の検索結果から利用者が行き先を選択すれば、現
在地からそこへの移動経路を詳しく表示し、移動しながらその行き方を案内する。宿泊

57

http://childrenshospital.org/newsroom/Site1339/mainpageS1339P876.html
http://childrenshospital.org/newsroom/Site1339/mainpageS1339P876.html
59
http://techcrunch.com/2012/07/16/meridian-indoor-navigation-adds-las-vegas-hotels-to-client-roster/
58
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客でない人も、ホテル外から同アプリケーションを使うことで、同ホテルの詳細を調べて
部屋やレストランを予約することも可能60である。
Macy’s Herald Square 本店
小売業界は構内地図と構内測位を真っ先に活用した業界の一つで、ニューヨーク・マ
ンハッタンのヘラルドスクエアにある Macy’s 旗艦店は、その第一号でもある。店内に
おける消費者の位置を正確に表示するとともに、店内案内情報を提供するアプリケー
ションを開発した。開発元は Meridian 社で、構内測位の精度は 3〜5 フィート61以下と
のことである。iOS の構内測位アプリケーションは、売り場やブランド、店内飲食場に関
する詳細情報と場所を検索でき、検索結果に表示される「Take Me Here」をクリックす
ると、現在地から目的地への行き方が地図上に表示される62。
【図表 8：Macy’s 構内測位アプリケーションと移動経路案内画面63】

②現在地に応じたデジタル・コンテンツの提供
American Museum of Natural History
ニューヨーク市にある American Museum of Natural History（AMNH）は、AMNH
Explorer64という屋内位置情報アプリケーションを提供している。AMNH Explorer の利
60

http://www.luxurydaily.com/venetian-palazzo-use-indoor-gps-in-mobile-app-strategy/
http://www.technologyguide.com/feature/indoor-mapping-charting-the-future/
62
http://www.prweb.com/releases/2012/11/prweb10109593.htm
63
http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2012/11/macys.jpg
64
http://www.amnh.org/apps/explorer
61
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用者は、同博物館があらかじめ組んだ何種類もの館内案内から一つを選ぶか、あるい
は来館者自身が展示内容から好きな展示場を自由に選ぶことで、独自の鑑賞経路を
設定できる。また、Facebook や Twitter のアカウントと直接リンクさせることで、利用者
の館内体験をその場でオンライン共有できる。自分の現在地や、スマートフォン・カメラ
で認識させた展示物に応じて、付加情報を画面に表示するのが同アプリケーションの
特徴。AMNH Explorer には iPhone 向けと iPod touch 向けがあり、いずれも iTunes
App Store からダウンロード可能となっている。同アプリケーションは、構内地図を提供
し、利用者の屋内位置と、目的地までの最短移動経路を表示する他、来館者向けには
詳しくプログラムされた博物館案内情報もある。 同アプリケーションは、現在地に基づ
いた最寄りのトイレやカフェ、出口への行き方も案内する。館内には 300 ヶ所の Wi-Fi
ホットスポットが設置されており、三角測量によって来館者の屋内位置が特定され、次
の展示室への移動経路もそれに基づいて場所ごとに表示される。2010 年夏時点で既
に、約 360 台の携帯端末が来館者向け貸し出し用として用意されたとのことである65。
【図表 9：AMNH による構内測位アプリケーションと配信コンテンツ66】

65

http://www.dnainfo.com/new-york/20100805/upper-west-side/american-museum-of-natural-history-launchesindoors-gps-app
66
http://gizmodo.com/5599789/american-museum-of-natural-history-explorer-app-makes-paper-museummaps-ancient-history
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Royal British Columbia Museum
Royal British Columbia Museum（カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州）は、WiFarer
社のインドアポジショニングシステムを導入、来館者による館内ナビゲーションを簡便
化した。スマートフォン利用者は、その無料アプリケーションをダウンロードすることで、
同美術館内における自分の位置情報を確認し、また、興味や関心に応じて特定展示
物の場所を検索し、現在地からそこまでの経路を確認できる。同美術館は、スマートフ
ォン利用者の現在地情報に基づいて、展示物に関連した付加情報をテキストや映像と
いった複数の手法で提供する67。
アプリケーションが起動すると、同美術館の構内地図とコンテンツが自動ダウンロード
され、構内地図と展示物情報は毎日更新されている。目的展示物への移動中にも、付
近の展示物に関する情報が来館者に自動配信される。また、それらのコンテンツは、
画面を軽く打つだけでアクセスでき、キーを打って入力する手間や QR コードをスキャ
ンして読み込む必要はない。
【図表 10：Royal British Columbia Museum による構内測位アプリケーション68】

67
68

http://www.prweb.com/releases/2012/8/prweb9754428.htm
http://img.scoop.it/a4nRnghMXOU3_YRWXM7CyDl72eJkfbmt4t8yenImKBVaiQDB_Rd1H6kmuBWtceBJ
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同美術館では、若い世代の人たちの来館体験を劇的に向上させることで、若者の来館
を増やすべく、屋内位置情報システム（IPS：Indoor Positioning System）と、それに基
づいたコンテンツ配信に踏み切ったという69。Wi-Fi スポットをすでに敷設していたため、
Wi-Fi ベースの IPS を選択し、館内の至る所で Wi-Fi 信号ベースの構内測位を可能に
するため約 2 ヵ月かけてホットスポットを増設した。その後、WiFarer 社の技術を同美
術館に、わずか 2 週間で統合したとのことである。
Museum of Science
ボストンの Museum of Science は、ByteLight 社の構内測位システムを導入している。
Museum of Science では、LED 測位システムは来館者の屋内位置を特定するととも
に、展示物の付加情報を提供できることからも、同システムが運営側と来館者の両方
に利点をもたらすと判断したという。運営側は、来館者の往来と展示内容との関わり
（エンゲージメント）に関する情報にアクセスできる。ByteLight 社のシステムに必要な
LED 照明は、消費者向けの一般的製品より高額の高位製品だが、ほとんどの公共建
物では、その LED 照明に対応した電球ソケットを備えている70。
【図表 11：天井に設置された LED 照明からの信号を使った構内測位システム71】

それぞれの LED 照明は、それぞれに特異の点滅パターンを繰り返し、人間の目には
まったく分からないほどの速さでパルスを発する。スマートフォンに内蔵されているカメ
ラはそのパルスを検知して、スマートフォン利用者がダウンロードした ByteLight 社の
アプリケーションがそのパルスから位置を算出し、1 秒間に 1 メートル以内の誤差で利
用 者 を ト ラ ッ キ ン グする こ と が 可 能 で あ る 。Museum of Science で は 、 iPad に
69

http://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2012/10/14/indoor-location-comes-to-the-royal-bc-museum/
http://www.technologyinthearts.org/2013/02/technology-review-bytelights-indoor-positioning-system-atbostons-museum-of-science/
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ByteLight アプリケーションとコンテンツ、そして専用プログラムを実装し、それを来館
者に貸し出すことで、従来の音声案内に代わる新種の館内案内を提供。利用者は、
iPad 画面を指触操作することで、現在地周辺の展示物に関する付加情報に加え、館
内の別の場所にある展示物の情報を検索したり、表示したりできる 72。スマートフォン
やタブレットのカメラは、LED 照明パルスを検知し、クラウド・サーバーに接続して、受
信パルスの ID をもとに位置を特定する。ただし、スマートフォンやタブレットが鞄やポ
ケットの中にある場合は、照明パルスが届かないため機能しない73。
③利用者の移動状況分析とそれに応じたサービス
Fernbank Museum of Natural History
アトランタ市にある Fernbank Museum of Natural History は、創立 20 周年を記念し
て、来館者の鑑賞体験を向上させるべく、AT&T 社と Cisco 社の協力を得て、2012 年
11 月、AT&T 社の Wi-Fi 通信網の導入と併せて、構内詳細測位技術を導入し、その
種 で 初 と 言 え る 屋 内 位 置 情 報 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を 構 築 し た 74 。 こ こ で 用 い ら れ る
Farnbank Museum App には、考古学者の記録（Paleontologist’s journal）という名前
のチャレンジ形式のゲームがあり、来館者の館内位置に応じて、指定された展示物へ
の移動、展示に関する双方向コンテンツの視聴、質疑応答（Q&A）への回答、スケッチ
ブックなどの課題が与えられ、課題をクリアしていくと、より次のコンテンツや活動、追
加機能、特典へのアクセスが提供される仕組みとなっている。同アプリケーションはま
た、構内地図とターン・バイ・ターンと呼ばれる方式の館内ナビゲーション機能、展示物
の詳細情報も提供する75。
同アプリケーションは、利用者の嗜好情報に基づいたカスタマイズ機能が特徴となって
いる他、館内サービスの情報も配信でき、利用者のスマートフォン向けに館内売店の
販促を実施できる。また、Fernbank Museum の構内測位システムには、来館者分析
機能がついており、来館者の現在と過去の経路および流れ具合に関するデータの分
析結果を博物館運営担当者にフィードバックする。運営側はその分析結果を使って、
博物館の運営を最適化する76。同プリケーションも、前述した Meridian 社のプラットフ
ォームをベースとして開発されている。
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Copenhagen Airport
北欧最大の国際空港であるコペンハーゲン空港は、航空業界向け大手 IT ソリューショ
ンプロバイダーSITA 社との提携によって、Cisco 社の Advanced Location Analytics
を導入している。同空港は、Wi-Fi ホットスポットによる構内測位システムとデータ分析、
それに、着陸機から出てきた乗客の流れをモニターし、入国審査や税関手続きを迅速
化できるよう空港職員の配置や動きを最適化させている77。
同空港が採用した Cisco 社の Wi-Fi ホットスポットには、同社が 2012 年 9 月に買収
した ThinkSmart Technologies 社の位置情報基準（たとえば、日時、通行パターン、
滞留時間など）が活用されている。同空港では、Cisco 社の状況認識位置データ分析
機能が空港運営効率を向上させ、利用客にとって利便性の高い空港サービスを提供
するための意思決定を下せるようになったとのことである78。
④位置情報に基づく来場者へのマーケティング
Prudential Center
ボストンの Prudential Center は、WiFarer 社の屋内位置情報ソフトウェアによって、
同センター内に出店している多くの商店が来場者の屋内位置を 4〜5 フィート以内の
誤差で特定できるようにした。同センターに入居する 75 以上の商店やレストランは、
WiFarer 社のシステムを活用することで、同センター内スマートフォン利用者の位置に
応じて販促情報を表示させたり、ロイアルティ・ポイントを提供したりといった販促を展
開することができる。採用する小売店側は、ソフトウェア・ライセンス料と、「潜在購入者」
を獲得した場合に限り、WiFarer 社に利用料金を支払う仕組みとなっている79。
⑤資産管理および安全対策サービス
リアルタイムロケーションシステム（RTLS）には、既述のような構内測位ソリューション
のほかに、産業特化型の資産トラッキング管理サービスと、安全サービスという 2 つの
分野がある。前者は、医療機関や製造といった業界に導入され、後者は教育機関や地
下資源開発現場に導入されることが多い。基本的には、これらは Wi-Fi スポットとモバ
イル機器、RTLS、そして、用途や目的に応じて RFID タグまたは専用の携帯通信機
器を活用するものである。同分野で台頭している主要ベンダーとしては、既出
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の AeroScout 社と Ekahau 社があげられる。それら 2 つの分野における主な導入例
は、以下の通り。
【図表 12：資産トラッキング管理と保安サービス分野における導入例】
資産トラッキング管理サービス
病院向け
NewYork-Presbyterian Hospital では、AeroScout 社の Wi-Fi ベース RTLS
と RFID タグを使った資産管理ソリューションを採用し、院内に 8,000 以
上ある備品のトラッキング管理を効率化している。たとえば、各種の医療
機器や特殊な器具、医薬品が収納されている場所や使用されている場所を
位置特定機能によって把握することで、医師や病院職員がそれらを管理し
たり探したりする時間を短縮できるようにし、職務に専念して医療サービ
スの品質向上を図っている。同病院では、AeroScout 社のソリューション
を選んだ理由として、規模拡張性に柔軟に対応できるプラットフォームで
あることと、巨大な院内に分散した場所で何千という多くの備品に関する
多種多様の用途に対応できる点を挙げている80。
University of Pittsburgh Medical Center （UPMC）は、 AeroScout 社の
Healthcare Visibility Solutions を導入して、室温自動調節機能と資産追跡
による院内環境の向上および業務効率化を図っている。UPMC では、どの
RTLS を採用すべきか複数年にわたって検討した結果、AeroScout 社の
Wi-Fi システムが低周波と超音波に対応し、同病院がすでに使っていたソ
フトウェアとの相互運用性も高かったことから同社の採用を決めた。任意
の機器の場所や状態を Wi-Fi 通信と RFID を使った位置情報機能によって
確認したり、室温の監視と自動調整をセンサーと Wi-Fi 通信によって制御
したり、必要備品の在庫確認や配備を効率化したりすることで、病室や手
術室の環境改善、備品を探す時間と手間の削減が可能になったという。ま
た、Wi-Fi 通信網を院内にすでに整備していたことから、追加の通信網や
ハードウェアの実装が不要だったことも、Wi-Fi ベースの RTLS を選んだ
大きな要因だったとのことである81。
製造業界向け 半導体製造メーカーFreescale Semiconductor 社では、Wi-Fi ベースの資産
トラッキング管理ソリューションを導入したことで、生産性が 6.8％向上
し、納品（配達）にかかる時間が 13％短縮されたという。半導体製品の
製造は、大量生産と迅速出荷が非常に重要な要素であり、生産工程をでき
る限り高効率にすることが求められる。生産に必要な機器や機械、備品、
原材料の効率的配備と調整を流れるように実施するのに、AeroScout 社の
Wi-Fi 通信と RFID 技術を使った RTLS は適していたと、同社はいう。同
社によると、生産施設内の既存 Wi-Fi 通信網を使った業務と干渉を起こさ
ないばかりか、利用が明解で簡単である点が現場で高く評価されたという
82
。

80

http://www.aeroscout.com/testimonials-healthcare
http://www.healthcareitnews.com/news/upmc-deploys-wi-fi-based-rfid
82
http://www.aeroscout.com/testimonials-industrial
81

- 28 -

ニューヨークだより 2013 年 6 月

保安サービス
教育機関向け 独国の Friedrich-von-Canitz School では、無差別銃撃事件で 16 人が犠牲
になった惨事を受けて、Ekahau 社の RTLS と、別のモバイル位置情報ソ
フトウェア会社が開発した MI-Motion Guard を導入した。同学校はこのシ
ステムの導入により、有事に警察または救助隊が、既存の Wi-Fi 通信網を
介した緊急通報信号を送受信することで、緊急事態発生場所の特定が可能
になったという。新たな通信網を敷設する必要がなかったことが、Wi-Fi
ソリューションの導入要因のひとつであるが、Ekahau 社のシステムに
は、バッジ（小型の LED 通信機器）があり、警備担当者らがそれを常時
装着し、各種の通知や通報と発信源のリアルタイム位置情報が表示される
点も考慮されたという83。
採掘業界向け 石油大手 Marathon Petroleum 社は、AeroScout 社の Wi-Fi ベース RTLS
を採掘現場に採用し、現場の安全性向上を図っている。同システムとガス
検知器を組み合わせて活用することで、探知されたガス漏れ発生地点を迅
速かつ正確に把握して Wi-Fi 通信網によって通報する仕組み。現場従事者
はそれによって、安全性が常に監視されているという安心感を持ち、ま
た、事故防止と、事故発生にともなう多額のコストも回避できるという
84
。

本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、本レポートの内
容に関しては、その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一切について、執筆者
及び執筆者が所属する組織が如何なる保証をするものでもありません。また、本レポー
トの読者が、本レポート内の情報の利用によって損害を被った場合も、執筆者及び執筆
者が所属する組織が如何なる責任を負うものでもありません。
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