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　２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定以後、

訪日外国人を含む観客・ボランティア向けの利便性の高いサー

ビスの一つとして、高精度な測位技術を活用するスマートフォン

アプリケーション開発と実験が国をあげて実施されている。イ

ンテックは、位置情報に関する技術開発として、イラストマップ

上でのナビゲーションシステム[1]、音波信号と歩行者自律航法

を組み合わせた屋内位置推定サービス[２]、プライバシーに配

慮した位置推定技術[３]の開発と提案を実施してきた。今回、位置

情報を利用するスマートフォンアプリケーション開発・運用の支援

を目的として、多様な測位技術を統合するスマートフォン向け統合

位置情報プラットフォーム i-LOPを構築したので紹介する。

　本稿では、２章で統合位置情報プラットフォーム i -LOPの概

要を説明し、３章で i-LOPが解決しようとする技術課題とそれ

を解決する機能について説明する。最後に４章でモバイルアプ

概要
　インテックはスマートフォン向けの位置情報アプリケーションを開発・運用するための共通基盤を、事業者や
社内外のアプリケーション開発者に幅広く提供するための統合位置情報プラットフォームi-LOPを構築した。
　i-LOPは、GNSSやiBeacon、非可聴音など、複数の測位技術を組み合わせることで、屋内外で常に最適な
位置情報を提供する。また、i-LOPはスマートフォン向けの位置情報アプリケーションに必要不可欠な、地図や
測位デバイス、ログ等の情報を管理するための機能も充実しており、システム構築コストの削減や構築期間の
短縮を実現するだけでなく、煩雑な運用管理もウェブアプリケーションで一括して行うことができる。
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  1.  はじめに リケーションの具体例を示しながら、i-LOPを利用して実現で

きることについて紹介する。

  2.  i-LOPとは
2.1　i-LOP概要
　i - LOPは、スマートフォン向けの位置情報アプリケーション

を開発・運用するための共通基盤となる統合位置情報プラット

フォームであり、PaaSとしてクラウド上でサービスを展開する。

　iOSやAndroid OS向けの、位置情報を活用したアプリケー

ション開発では、OSが提供するCore Location Framework

やLocation Managerを利用することが一般的である。現

在、これらを活用して、GPS、GLONASS等のGNSS(Global 

Navigation Satellite System(s)：全地球衛星測位システム)

や携帯電話基地局情報、Wi-F i基地局情報を用いた測位結果

を簡単に利用することが可能となっている。また、iBeaconな
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どBluetooth Low Energyデバイスによる屋内測位を行うため

のフレームワークも提供され始めている。

　しかしながら、屋外での測位結果と屋内での測位結果をシー

ムレスに利用したアプリケーションを開発するためには、各測位

手段の特性を理解し、それらが補完しながら機能できるように

する必要がある。例えば、どの部屋にいるかを検知したいので

あれば、iBeaconなどを使って広い範囲に電波を発信し、その

信号を検知する測位手段で十分だが、どの入口を使って入室し

たかなど、より詳細な位置を検知するには、高い指向性を有す

る音波信号を使用する必要がある。商業施設やオフィス、公共

施設等での実際の利用を想定すると、異なる測位デバイスの組

み合わせが増えるので、それらを利用する位置情報アプリケー

ションの開発・運用は煩雑で時間を要する。

　そこでインテックでは、GNSS等による屋外測位とiBeacon

や非可聴音を用いた屋内測位を融合した、「シームレス測位」を

実現する、統合位置情報プラットフォーム i-LOPを開発した。

　i-LOPでは、上記に示した屋内外シームレス測位機能に加え、

POI (Point of Interest)の特徴を強調し簡略化した、方位や縮

尺が正確に描かれていない地図画像（以下、イラストマップ）上に

正確な緯度経度情報を割り当て、現在位置を表示させる「イラス

トマップ変換機能」[1]を提供する。さらに、プライバシーに配慮

したWi-Fi検知技術(Wi -F iに対応したスマートフォンが発信す

る信号を検知装置で受信し、スマートフォンの位置情報を取得

するオプトイン方式の技術)であるアンビエントサーチ機能[３]

を提供する。

2.2　i-LOPが提供するもの
　i-LOPが提供するのは、図1の i -LOPクラウドサービスAPI

とi-LOPライブラリである。i-LOPクラウドサービスAPI は、イ

ラストマップ変換機能が使用する地図データや屋内測位で使用

する非可聴音発信機、iBeaconなどの測位を行なう装置(本稿

ではこれらの機器を測位デバイスと総称する)のデータ管理機

能を有する。i-LOPライブラリは、iOSおよびAndroid OSのア

プリケーション(以下、ネイティブアプリケーション)開発のため

のネイティブライブラリであり、屋内外シームレス測位やイラス

トマップ変換などの諸機能をネイティブアプリケーションから

利用するためのAPIを提供する。i-LOPライブラリはネイティブ

アプリケーションで得られた測位結果をアプリケーション別測

位ログデータベースに格納する。ここには、端末を識別するため

のUUID、タイムスタンプ、測位したデバイスの種類、緯度・経

度、地図画像に対する座標情報などが格納され、後に動線等の

把握に利用することができる。

　その他に、i-LOPを利用して位置情報アプリケーションを開

発する開発者向けのデベロッパーガイドや、テンプレートとし

て自由に使えるサンプルアプリケーションのソースコードを提

供する。

図１  i -LOP 構成
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  3.  i -LOP の機能
　本章では、i-LOPが解決する課題と主要な機能について紹介

する。

3.1  i -LOPが解決する課題
　i - LOP構築にあたり、スマートフォンの位置情報アプリケー

ションにおける開発・運用上の課題について検討整理した。本節

ではこれらの課題と各課題解決のアプローチについて説明する。

● 現場で利用可能な測位手段を開発に先立って選択する必要　

　がある

　iBeacon、非可聴音発信機、GNSS、地磁気、Wi-F iなど

多様な測位手段が存在するが、測位環境によっては選択し

た測位手段が有効に機能しない場合がある。例えば、非可

聴音発信機は特定の周波数帯の音波によって妨害され得

るし、地磁気測位は他の磁場の影響を受ける。測位手段を

変更することで対処できるとしても、プログラムの作り直し

を要する。プログラムが参照する測位結果として、緯度経

度やiBeaconのIDのような測位手段に依存する識別情報

ではなく、測位手段に依存しない識別情報が利用できれば

良い。そうすれば、プログラムに手を加えることなく測位手

段だけを後から変更することができ、事前に測位手段を選

択する煩雑さを軽減できる。

● 簡略化された地図が利用できない

　簡略化された地図はあるが正確な地図がないため位置情

報アプリケーションを開発できない場合がある。これは、

簡略化された地図は構造物の縮尺や位置関係が実際の位

置関係と異なり、衛星測位結果に基づくスマートフォンの位

置情報アプリケーションで直接利用することが困難なため

である。緯度経度を歪んだ絵地図座標値に変換することが

できれば、不正確な地図を使った位置情報アプリケーション

の開発が可能になる。

● プライバシーの観点からWi-Fiを利用する測位手段が使用で

　きない

　商業施設や観光拠点等における公衆無線LAN環境の整備

によりスマートフォン端末の屋外でのWi-F i 利用が進んで

おり、Wi-F i を利用した測位手段は今後有用になると見込

まれる。しかし、Wi-Fi 位置情報 はWi-Fi 端末固有のMAC

アドレスを識別情報としているため、通信以外を目的とす

る利用にあたっては、事前にユーザーの同意を得ることが

強く求められており、いずれ明確な指針が提示されるもの

と予想される。これに伴い、収集したWi-F i 位置情報の中

から同意を得た端末の位置情報だけを抽出する必要があ

るが、それには端末のWi-Fi  MACアドレスを取得しなけれ

ばならない。端末のMACアドレスの取得はアプリケーショ

ンで行えれば問題はないが、AppleはMACアドレスを取得

するアプリケーションのAppStoreでの公開を拒否してお

り、実質的にそのようなアプリケーション開発を禁止してい

る。ユーザーに端末のWi-Fi  MACアドレスを手入力させる

ことは現実的ではないので、i Phoneをターゲットとする場

合は、Wi-Fi を利用した測位手段としてアプリケーションが

MACアドレスを取得せずに済む方法が必要である。

● 測位デバイスの管理が煩雑

　位置情報アプリケーションを運用する上で測位デバイスの

故障や盗難といった事故の発生は避けられない。測位デバ

イスがしかるべき場所で正常に動作しているかどうかを確

認しなければならないが、測位デバイス数の増加と設置場

所の範囲の拡大によって、この作業は運用上の大きな負荷

になり得る。位置情報アプリケーションが測位した結果を

収集して、分析し、測位デバイスの状態を推定できれば、状

況確認の負荷を軽減できる。

　上記の課題に対して、i-LOPでは、マップ・測位デバイス管理機

能と屋内外シームレス測位機能、測位結果通知判定機能、イラス

トマップ変換機能、アンビエントサーチ機能、デバイス監視機能

を提供している。各機能の詳細を次節で説明する。

3.2  i -LOPの主要機能
　i-LOPは、ネイティブアプリケーション開発者が位置情報アプ

リケーションを開発する上で有用な機能を提供する。i-LOPの代

表的な機能を図２に列挙した。本節ではその中から主な６機能に

ついて紹介する。

（1）マップ・測位デバイス管理機能

　　　マップ管理機能は、マップ画像を管理する機能である。

マップ画像として、地図画像そのものや、商業施設、オフィ

スのフロアマップ、あるいは動物園の園内マップなどのイ

ラストマップを想定している。登録したマップ画像データ

は i-LOP ライブラリからダウンロードできるので、ネイティ

ブアプリケーションがアプリケーション内部に画像データ

を保持する必要がなくなる。

　　　測位デバイス管理機能は、測位デバイスの設置位置、利

（1）  本稿では、Wi-Fi アクセスによって Wi-Fi 基地局から取得できる Wi-Fi 端末の位置情報を「Wi-Fi 位置情報」と称することとする。
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図２  i -LOP の代表的機能

用状態 ( サービス中、準備中など )、設置日時などを設定

する機能である。測位デバイスの設置位置は、グローバル

座標 ( 緯度・経度 ) とマップ管理機能が管理するマップ画

像上の座標である。測位デバイスは、同時に複数マップ画

像に配置できるので、縮尺や言語が異なるマップ画像を切

替えて自位置を表示するアプリケーションを開発する上で

有用である。なお、i-LOP 管理画面では、Google マップ

とマップ画像上に測位デバイスを模したアイコンを配置す

ることで、測位デバイスの位置設定が可能である。

（２）屋内外シームレス測位機能

　　　屋内外を問わず利用できる実用的な測位手段は現在存

在していない。屋内と屋外の双方で利用できる位置情報

アプリケーションを開発するには、屋内と屋外のそれぞ

れに適した異なる複数の測位手段を組み合わせて利用せ

ざるを得ない。i-LOP ライブラリは、多様な測位手段を

共通の API から利用できるため、測位手段の違いを意識

しないネイティブアプリケーション実装が可能である。ま

た、測位結果を識別するID は測位手段に依存しないよう

に設定できるようになっているので、同じ測位結果を異な

る測位手段から取得することも可能である。現在 i-LOP

がサポートする測位手段には、GNSS、iBeacon、非可

聴音発信機、アンビエントサーチがあるが、開発者が独

自に実装した測位手段を i-LOP ライブラリから利用する

ことも可能である。

（３）測位結果通知判定機能

　　　位置情報アプリケーションの実装上解決すべき課題の一つ

に測位結果の選択がある。例えば、同じ測位結果が繰り返し

得られる場合は初回の測位結果だけをアプリケーションに通

知し、以後の測位結果は通知しない方が良い。また、屋内で

衛星測位の測位結果が得られたり、逆に屋外で屋内の測位結

果が得られた場合、それらがアプリケーションにとって不要

な測位結果であれば、アプリケーションに通知すべきでない。

i - LOP ライブラリは、ネイティブアプリケーションに代わって

このような測位結果通知の要否を判定する機能を提供する。

　　　測位結果の通知の要否は一律に決まるものではなく、ア

プリケーションの目的に応じて変わるものである。本機能

では、下記の処理の結果をアプリケーションが決めた複数

のルールに適用して、その結果から通知の要否を判定する

仕組みになっている。なお、下記の処理のうち、３と４は

無効化することができる。

　　処理１：取得した測位結果がログにあるかどうか検索する。

　　処理２：ログにある測位結果の優先度が取得した測位結果

　　　  の優先度よりも高いかどうか比較する。

　　処理３：ログに登録した測位結果は、その測位結果を取得

　　　　　  しなくなってから所定の時間経過後に削除する。

　　処理４：処理３によってログから測位結果が削除された場

　　　　　 合、ログに残っている優先度最大の測位結果を通

　　　　　  知する。

機能　　　　　　　　　　　　　　　　　  概要

機能　　　　　　　　　　　　　　　　　  概要

サンプルアプリケーション アプリケーション開発者用に定型ひな形サンプルコードとして準備

屋内外シームレス測位機能

アプリケーション管理機能

測位デバイス管理機能

イラストマップ変換機能

マップ管理機能

測位ログ管理機能

デバイス監視機能

位置表示機能

端末管理機能

測位技術毎の特性を意識しなくても屋内外の位置情報をシームレスに測位
し、アプリケーションから利用するための機能。

アプリケーション開発者が開発する複数のアプリケーションを管理する機能。

「ID 発信機（スピーカー）」や「iBeacon」等の測位機器と、地図上の位置
の紐付けを行う機能。
縮尺が正確ではないイラストで描かれた地図上の座標と、実際の緯度経度を
紐付ける機能。

イラストマップ技術で利用するマップ画像ファイル等を管理する機能。

端末別 / アプリケーション別の測位ログをクラウド側で管理する機能。

スマートフォンアプリケーションに対してプッシュ通知を行い、配信情報を中
継する機能。

スマートフォンなどが発信する Wi-Fi 信号の接近を検知する機能。

測位機器の死活 / バッテリ等の監視を、利用者のスマートフォンを用いて行う
機能。

測位ログをGoogle Map/ マップ画像上にヒートマップ/ 動線として可視化する機能。

i-LOPライブラリ

スマートフォン

スマートフォン用アプリ

i-LOPクラウドサービス プッシュ通知機能

アンビエントサーチ機能
（Wi-Fi検知）

アプリケーションをインストールした端末を管理する機能。
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　図３は測位結果通知の要否判定の説明図である。実線と破線

の楕円は、それぞれ測位結果A、Bを測位し得る範囲を表わす。

点Sから点Gに移動するとき、本機能を使うことで、測位結果A、

Bを取得し得る区間①、②、③で、測位結果A、B、Aをそれぞれ

アプリケーションに通知することができる。以下、この機序につ

いて説明する。

　まず、この例では、下記のルールを利用する。

　ルールR1: ログにある測位結果と同じ測位結果を取得しても

　　　　　  　通知しない。

　ルールR２: 取得した測位結果がログにあるどの測位結果よ

　　　　　    りも優先度が低い場合は通知しない。

　下記に、上記のルールを使ってどのようにして所定の測位結

果を通知するかを説明する。

● 区間①から③の間では測位結果Aを連続して取得するの

で、ログには常に測位結果Aが格納された状態になる。

● ルールR1により、各区間では測位結果はそれぞれ1回のみ

通知される。

● 区間①では、測位結果Aを取得するので、測位結果Aをア

プリケーションに通知する。

● 区間②では、測位結果Bを取得する。測位結果BにAよりも

高い優先度を割り当てておくことで、ルールR２により測位

結果Bを通知することができる。

● 区間③では、測位結果Bを取得しなくなるが、処理３によ

り、測位結果Bがログから削除される。さらに、処理４によ

り、測位結果Aが通知される。

（４）イラストマップ変換機能

　　　イラストマップ変換機能は、イラストマップ上の座標値に緯

度経度を変換する機能である。例えば動物園の園内マップや

宝の在処を示す地図のように簡略化された、方位や縮尺が正

確でない地図上に現在位置表示ができる。

　　　本機能は二つの変換方式を有する。一つは全域単一補正

であり、画像全領域に一様な変換を行う方式である。もう

一つは、マップ画像を複数の領域に分割し、領域個別に詳

細な変換を行う分割多様補正である。全域単一補正は設定

が容易だが歪みが小さなイラストマップにしか利用できな

い。歪みが大きなイラストマップには分割多様補正を利用す

る。イラストマップ変換機能を利用するには、マップ画像上

に複数の制御点を配置し、それらに対して緯度経度を割り

当てる必要がある。i-LOP 管理画面では、そのためのグラ

フィカルなユーザーインタフェースを提供している。

図３  測位結果通知の要否判定

図４  イラストマップ概要

実線の楕円は測位結果Aを測位し得る範囲を表わし、破線の楕円は測位結果Bを測位し得る範囲を表わす。各測位結果は
範囲内で繰り返し取得し得る。点Sから点Gに向かって図の線上を移動したとき、測位結果A、Bを取得する3区間を①、②、
③とし、それぞれの区間におけるログの内容を図右の表に示した。

測位結果Aを測位し得る範囲 測位結果Bを測位し得る範囲

点S

点G

区間① 区間② 区間③

区間①のログ

区間②のログ

区間③のログ

優先度　 測位結果

優先度　 測位結果

優先度　 測位結果

低　　　   A

高            B

低　　　   A

低　　　   A

イラストマップ

リアルマップ

現実世界 GNSSデータ

デフォルメされたイラストマップ

歪みを吸収して座標変換

正確な地図（GoogleMap等）

縮尺と方位
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（５）アンビエントサーチ機能

　　　アンビエントサーチ機能とは、Wi-Fi 基地局が検知した

スマートフォン端末の Wi-Fi 位置情報を収集する機能であ

る。同様な機能は従来から存在するが、それらが MAC ア

ドレスを利用するのに対して、アンビエントサーチでは本

来基地局を識別するための ESSID（Extended Service 

Set Identifier）をスマートフォン端末の識別に利用する。

スマートフォンのような Wi-Fi 端末は Wi-Fi 基地局を発

見するために、定期的に接続要求信号（プローブ要求（２）)

を発信しているが、プローブ要求は MAC アドレス以外に

ESSID を含んでいる。ESSID は MAC アドレスのように

Wi-Fi 端末に固有な値ではなく、変更・削除が可能で、1端

末に複数の異なる値を持たせることができる。アンビエント

サーチはこの ESSID を端末識別情報とする。以下、アン

ビエントサーチ機能について簡単に説明する。

　　　i -LOP はアンビエントサーチ用のクラウドサービス API

として、①スマートフォンにインストールされているアプリ

に対してランダムな ESSID を発行する API、② Wi-Fi 基

地局から先述のプローブ要求の検知結果を登録する API、

③発行した ESSID をサーバーから削除する API を有して

いる。まず、スマートフォン端末は①の API で発行された

ESSID を自端末の Wi-Fi 設定に反映する。設定後、スマー

トフォン端末はその ESSID を含むプローブ要求を発信す

るようになる。次に、Wi-Fi 基地局は、②の API を使って、

検知したプローブ要求に含まれている ESSID を自基地局

の識別情報とともに i-LOP サーバーに送信する。i-LOP

サーバーは、Wi-Fi 基地局から受信した ESSID をスマー

トフォン端末に対して発行した ESSID と照合して、どのス

マートフォン端末がどの Wi-Fi 基地局によって検知された

かという情報を抽出してデータベースに保存する。③の削

除機能はアプリが本機能の利用を停止する目的で使用する

もので、サーバーから削除された ESSID はアンビエント

サーチ機能の検知対象から除外される。

　　　MAC アドレスを利用する類似機能に比べると、本機能

には開発者とモバイルアプリケーションのエンドユーザーの

それぞれについて下記のような利点がある。

　●  開発者にとっての利点

　　① MACアドレスを使わないので i Phoneで利用できる。

　　②ESSIDから端末・アプリを特定できるので、例えば、検 

　　　知した端末に対してアプリごとに異なる内容でプッシュ

　　　 通知することができる。

　● モバイルアプリケーションのエンドユーザーにとっての利点

①MACアドレスは端末固有の値であるため、アプリケー 

ションをまたがって特定端末を追跡することができてし

まうが、ESSIDは発行のたびに異なる値がランダムに生

成されるので追跡を防止できる。

②端末に割り当てられたESSIDは、端末のネットワーク設

定や構成プロファイルからエンドユーザーが削除できる

ので、i-LOPのクラウドサービスAPIを使わずに端末の

追跡を停止できる。

（６）デバイス監視機能

　　　測位デバイス監視機能は、iBeacon や非可聴音発信機

などの測位装置が検知された記録から、測位デバイスの診

断を行う機能である。測位デバイスが想定した通りに動作

しなくなる直接の原因としては、①バッテリーレベルの低下、

②ハードウェアの故障、③測位デバイスの意図しない移動

や盗難が考えられる。i-LOP は収集した測位結果を分析し

て、長期間検知されていない測位デバイス、所定の場所で

検知されていない測位デバイスを抽出することができる。

  4.  i-LOP を使ってできること
　本章では、i -LOPを活用したアプリケーションの具体イメージ

を紹介する。

4.1  施設の屋内外のシームレスなナビゲーション
　i -LOPの屋内外シームレス測位機能を利用することにより、

施設の屋外から屋内へのナビゲーションをシームレスに行う

アプリケーションを開発することができる。たとえば、駅、ア

ミューズメントパーク、大規模な工場など、敷地内に複数の建物

がある施設において、建物間のナビゲーションはGNSSを用い

て行い、建物内に入ってからは i Beacon、または非可聴音発信

機を用いることにより、アプリケーション利用者に施設全体の

円滑なナビゲーションを提供することができる。

　また、i -LOPでは、マップ・測位デバイス管理機能により、測位

デバイス情報とそれが紐付けられるマップ画像をクラウド上で

管理する。そのため、それらの情報に変更が発生した場合でも、

ネイティブアプリケーションに手をいれることなく、i -LOPの管

理インタフェースから設定を更新するだけで新規情報にもとづ

いたナビゲーションを提供することができる。

（2） アンビエントサーチでは、スマートフォンが発信するプローブ要求に含まれる MAC アドレスを利用しない。
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4.2　イラストマップを利用したナビゲーション
　イラストマップ変換機能により、たとえば動物園の園内マップ

などで使われている、方位や縮尺が正確に描かれていない地図

画像を用いて、ナビゲーションアプリケーションを開発すること

ができる。人が施設内の主要ポイントを直感的に把握しやすい

ようにデフォルメされたマップ画像を用いることにより、ユーザー

フレンドリなナビゲーション機能を提供することができる。また、

マップ画像に古地図を用いてアトラクション要素を加えるなど、

様々なマップ画像をナビゲーションに利用することができる。

　   図５  イラストマップ変換機能を活用したナビゲーション
　   　     アプリケーションの画面イメージ

4.3　測位ログを活用したアプリケーション
　i-LOPでは、スマートフォン端末上で得られた測位ログをク

ラウド上に保管し、それを適切なアクセス権限を持ったユーザー

が参照することができる。この機能を用いることにより、特定の

端末の過去の動線分析、ある場所のある時間にどれくらいのス

マートフォン端末がその場所にあったかを分析するヒートマップ

　　　  図６  測位ログを活用して互いの現在位置を知る
　　　  　　 アプリケーションのイメージ

  5.  おわりに
　i -LOPは実証実験パートナーと実フィールドで検証を行ない

ながら完成度を高めており、２０１６年1月に正式リリースを予定し

ている。i-LOPは今後、新しい測位技術が確立された場合でも

柔軟に対応すると共に、ウェアラブルデバイスや拡張現実(AR：

Augmented Reality)と連携し、将来的にはデバイスレスで、よ

り身近に位置情報を提供できる基盤を目指す。また、ビッグデー

タ分析基盤と連携し、情報の加工・分析・予測サービスを提供す

るなど、人々のより豊かで便利な暮らしの実現を目指して、継続

的に機能拡張を図っていきたい。
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分析、各端末の現在位置の確認などが行える。

　たとえば、測位ログを各端末の現在位置確認に利用することに

より、アミューズメントパーク内で知り合い同士が互いの場所を確

認することができるアプリケーションを開発することができる。

4.4　入店時のアプリケーション起動
　i -LOPのアンビエントサーチ機能を用いることにより、スマー

トフォン端末が所定のエリアに入った際に、自動的にスマート

フォン端末に通知を送信することができる。これを活用して、た

とえば特定の店舗に入った際に、自動的にその店舗で使えるア

プリケーションを通知して起動を促し、そのアプリケーションの

特典ポイントを自動的に付与することができる。

ディフォルメされたマップ画像

現在位置

Bさんの測位ログの
ダウンロード

Aさんの測位ログの
ダウンロード

BさんAさん

i-LOP

自分の測位ログの
アップロード

Aさん

自分

Aさん

自分
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