
12

第14号

2014個別論文

個
別
論
文

富山LRTにおけるスマートICTを活用した
バリュー創生の研究開発

堀　雅和　　　　青木　功介　　　　中島　雅樹

大屋　由香里　　　　河尻　寛之

概要
　本研究は、近い将来のM2M普及に備えて中心市街地のさまざまな場所で ICT機器を利用できるようにする
ことにより、中心市街地の賑わい創出につながる新たな価値を生活者に提供することを目的としている。具体的
には、富山市内の路面電車環状線を走るライトレール(愛称、セントラム)を対象として、以下の三つのシステム
を開発し、実証・評価することでその有効性を確認した。
　① セントラム内に独自に開発したデジタルサイネージシステムを設置し、運行位置に合わせて沿線店舗の広告
　　 をタイムリに提供
　② セントラムに乗車したお客さまが、スマートフォンで稼働するAR(Augmented Reality:拡張現実)システムを
　　 使って簡単にまちなか情報を取得
　③ スマートフォンに、セントラムの走行位置など運行状況に関する情報をリアルタイムに提供

  1.  はじめに
　日本国内の他の地域同様、富山市も、高齢化率が年々高まっ

てきている。そのための施策の一つとして、コンパクトシティと

いうコンセプトが提示されている。コンパクトシティとは、市内

の広いエリアに住居が分散することに伴い、毎日の生活をする

うえで必要な機能も分散してしまった現状を、歩いて行き来で

きるようなコンパクトなエリアに人々の住居や生活に必要な機

能を集中することで、市民の利便性を上げ、街の維持に必要な

コストを下げようという考え方である。街と街をライトレール

のような公共交通でつなぐこと、すなわち「串(公共交通)と団

子(街)」の実現が富山での取り組みを表している。このような

街づくりを指向する中で、ICTによる中心市街地の賑わい創出

を目指し、平成２３年度から平成２４年度の２年間にわたって、富

山大学工学部と共同で以下のような三つのシステムを新規に

開発し、富山市内での実証実験を実施した。

  ①デジタルサイネージシステム[1]

  ②AR（１）システム

  ③ナビゲーションシステム[２]

  本稿では、上記システムの概要について説明した後、実証実

験の内容とその評価について述べる。また、路面電車という移

動体向けシステムを開発して得られた知見や、産学官が連携す

るうえで留意した点等についても述べる。

  2.  システムの概要
　本システムは、以下の三つのシステムで構成されている(図1

参照)。

　(１) デジタルサイネージシステム

　(２) ARシステム

　(３) ナビゲーションシステム

　以下に、これらシステムの目的・要件、特徴について説明する。

（1）  Augmented Reality. 拡張現実 . 現実世界の情報を付加、拡張し、人間の現実認識を強化する技術
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①サイネージシステム ③ナビゲーションシステム

時間や場所に応じたタイムリーな
広告方法の検証

運行状況を提供するシステムの操作性の検証

スマート端末を使って
オンデマンド広告発信

セントラムの
現在位置の把握

車内でのオンデマンド情報提供

セントラム車内

タイムリー広告の提供
・サイネージ表示
・AR表示

②ARシステム

店舗情報を
ＡＲで取得

移動体における
AR( 拡張現実感 )表示の検証

お店の広告
イベント情報

まちなかお店

お客さま

降車電停と
お店までの
道順の案内

（アプリ提供）
まちなかアプリ

セントラムの位置情報

図１  システムの構成

2.1  デジタルサイネージシステム
　デジタルサイネージは表示と通信にデジタル技術を活用し、

ディスプレイ等に広告情報を表示する技術である。本研究では

特に、鮮度の高い情報をタイムリに配信することに重点を置い

て設計している。

（１）システムの目的・要件

　本システムは、中心市街地に関する情報発信を活性化す

ることで、市民に中心市街地の魅力をアピールして賑わい

を創出することを目的とする。情報を発信する人は中心商

店街の店員が中心となるため、ITスキルは必ずしも高くな

く、また広告発信に長い時間を割くことができない。その

ため、だれでも簡単に使え、広告発信業務の負荷が軽減さ

れることが重要な要件である。

（２）システム構成

本システムは、広告発信端末、広告管理サーバ、広告表示

端末から構成される(図２参照)。

　広告発信端末は、店員が、自店の広告を発信するためのもの

である。Androidまたは iOSを搭載したスマート端末で、広告

発信システムを使用する。広告発信システムは、宣伝したい商

品を撮影し、メッセージを入力したら、広告管理サーバにアッ

プロードする。 図２  デジタルサイネージシステムの構成

　広告管理サーバは、インターネット上に存在し、広告を利用

者から受信し、表示端末へ配信するサービスを提供する。

　広告表示端末は、広告を表示するためのAndroidまたは

iOSを搭載したスマート端末である。本端末で稼働する広告

表示システムは、Webブラウザと同等の表示機能と、通信障害

時の代替処理機能を備えている。また、広告の表示スクリプト

(CSSとJavaScriptで実装) で、画面サイズに合わせた自動レ

イアウト調整を実現している。

広告管理
サービス

広告発信
アプリ 広告表示

アプリ

広告発信端末 広告表示端末

写真

メッセージ

表示スクリプト
（JavaScript）

レイアウト
（CSS）

広告
（HTML）

広告管理サーバ

インターネット

広告登録広告登録 広告配信広告配信
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表１  年度と認識方法

図３  セントラム路線図

2.3  ナビゲーションシステム
　本システムは、電車の現在位置と降車駅から目的地までの

ルートをナビゲーションするシステムである。本システムを設

計するにあたり、利用者が必要とする情報の提供および、直観

的な操作性の実現を主眼としている。

(1) システムの概要

　本システムは、市民や観光客が携帯するスマートフォン

向けに、以下の二つの機能を提供する。

　　① 電車位置情報の提供

中心市街地とその周辺を走行する全路面電車のリアル

タイムな位置情報を、携帯端末により参照可能とするこ

とで、待ち時間や移動時間を有効に活用可能となる。

（３）システムの特徴

　本システムの一番の特徴は、広告発信が簡単ということ

である。利用者は、広告素材をアップロードするだけでよ

い。店頭での商品撮影から発信までをスマート端末を用

いて手軽に行える。販売している商品や顧客に精通してい

れば、より魅力的な内容の広告発信が可能となる。

2.2  ARシステム
　ARシステムは、面倒な操作をすることなく端末を車窓にか

ざすだけで、必要な情報を取得できるようにするシステムであ

る。本システムは、日常的に使用してもらうことに適したユーザ

インタフェースと提供する情報の種類に重点を置いて設計して

いる。

（1）システムの概要

　セントラムでARシステムを活用する場合の認識方法を

考える。映像認識型としてカメラを利用する場合、路面電

車であることが有効に働く。車両は常に決まった路線上

を走るため、車窓からカメラをかざした場合の風景は、自

動車や歩行者の視点と比較して類似度が高く認識精度

が良い。しかし、映像認識型は遮蔽物や天候不良により、

被写体を鮮明にカメラに捉えることができない場合には

利用できない点に注意が必要である。位置認識型として

Global Positioning System(GPS)を利用する場合、そ

の取得精度が重要となる。事前実験の結果、セントラム内

でのGPS精度は屋外での利用と比べてほぼ差がないこ

とがわかっている。またセントラムの速度は速い区間で４０

Km/hほどであり、現行のスマートデバイスのスペックで

十分にサンプリング可能であり、十分な取得精度が得られ

る。しかし、位置認識型では車窓を映す必要がないため、

ユーザにカメラ映像を意識させたAR的な楽しさを提供す

る目的には不向きである。よって、どちらの方式でも車両

内での認識方法として有効であるが、実現したいものに合

わせて適切な選択が必要であるといえる。

　以上の分析から本システムでは表１に示すように、初年度と

次年度とで方式を分け位置認識型、映像認識型の両方で検討

しそれぞれの認識方法での有効性を検証した。

(２) システム構成

　本システムは iOSあるいはAndroid上で稼働するアプ

リ(スマート端末用のアプリケーション)と、AR情報を保持

するコンテンツサーバとで構成される。

(３) システムの特徴

　セントラムの路線図を簡略化したマップ映像をメイン画

面とし、ユーザが任意にAR表示に切り替えてARモードで

使用できるアプリとした。映像認識型では茂みや看板など

特定のオブジェクトを認識できることを活かしたキャラク

タを探す形式のゲームを提供した。位置情報型ではおお

まかな位置と方角が認識できることを活かして情報アイコ

ンを用いたまちなか情報の表示機能を提供した。なお、ど

ちらの場合も、アプリの起動時にサーバからAR情報をダ

ウンロードし、最新の情報を重畳表示することができる。

初年度　　　　　 　次年度

認識方法

表示情報

位置認識型

まちなか情報表示

映像認識型

エンタテイメント
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図４  映像認識型 AR( 左 )・位置認識型 AR( 右 )

  3. 移動体向けシステムの開発で得られた知見
　セントラムとオフィスの環境の相違点に着目して、システム

動作への影響とその対応で得られた知見について述べる。

　一つ目の相違点は、電力供給が停止する時間帯がある点であ

る。セントラムに搭載されている機器は、セントラムから電力供給

を受けているが、深夜や点検時などセントラムが運転されていな

いときは電力供給を受けられない。そのため、運転終了時に、機

器を停止し、運転開始時に起動するようにしなければならない。

　　② 電車利用を含めた経路案内

目的店舗・施設への電車区間を含んだ経路を表示する

ことで、買い物客や観光客が中心市街地の目的地に容

易に到達できるようにする。

(２)システムの特徴

　本システムは、HTML５、JavaScript で動作するWeb 

アプリとしてインターネット上に公開しているため、Web

ブラウザが稼働するさまざまな端末から利用できる。中

心市街地とその周辺を走行する全路面電車の現在位置が

表示されるため、目的の電車待ちや乗り継ぎにも便利で

ある。GPS機能を有した端末では、利用者の現在位置も

表示され、最寄りの電停を確認できる。経路案内では、利

用者の現在位置と目的地を示すマーカ、目的地への電車

路線を含んだ経路情報が表示される。最終的には、ARシ

ステムと連携した一つのまちなかアプリとして実装し、情

報アイコンを取得した店舗への経路情報も表示すること

ができる。

Androidには、電力供給の有無を検出するためのApplication 

Programming Interface(AP I )が用意されているので、ア

プリケーションで制御する。端末を起動・停止することはで

きないので、画面の消灯・点灯とネットワーク接続機能の有

効・無効を制御して電力消費量を削減し、電力供給が停止す

る間（最大約３６時間）は内蔵バッテリーのみで待機できるよ

うにした。

　二つ目の相違点は、無線LANの電波が氾濫している点であ

る。セントラム内では、沿線のオフィスやホテルで使用されてい

る無線LANの電波が常に１５波以上存在する。その結果、チャ

ンネル干渉が起きて搭載端末のネットワーク接続が非常に不

安定であった。対策として、本システムが利用するアクセスポ

イントの自動チャンネル切り替え機能を利用して、空いている

チャンネルを使用することを試してみた。しかしながら、空い

ているチャンネルが少ないため、十分な効果が得られないだ

けでなく、移動しているセントラム内ではチャンネル変更が頻

発し、かえって切断時間が増加することがわかった。最終的に

は、自動チャンネル切り替え機能を使用しないこととし、ネット

ワークが少しぐらい不安定でも問題が発生しないように、ソフ

トウェアのエラー耐性を高めることで対処した。

　三つ目の相違点は、振動している点である。セントラムは、

路面電車としては振動が少ないにも関わらず、ねじ止めのない

ケーブルが抜け落ちることがあった。一方、Windowsを搭載

した表示端末については、HDDに代えてSSDを使用すること

で、振動による故障は起きていない。Androidを搭載した表示

端末についても、今までのところ振動による故障は発生してい

ない。
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図６  まちなか広告発信

  4.  産学官プロジェクト体制
4.1  プロジェクト体制と各メンバ(組織)の役割
　本プロジェクトの体制は、図5に示すような産学官によるも

のである。インテックの担当は、デジタルサイネージシステム、

ARシステムの研究開発を、富山大学の担当は、ナビゲーション

システムの研究開発である。

4.2  協力組織へのアプローチ
  産学官連携では、各組織の立場・要望を理解し、役割を最適

化して課題解決を図ることが重要である。そのため、特に連絡

会や外部会議での情報共有を活性化することに注意してプロ

ジェクトを推進した。

(１)発信組織拡大へのアプローチ

　コンテンツに関しては、中心市街地活性化を推進する第

三セクタ「株式会社まちづくりとやま様」の協力を得て、

中心市街地の傘下の施設・店舗からのイベント情報や商

品情報の発信から開始した。２年目は、各組織の要望も考

慮し、図6に示すように、さまざまな組織や店舗に活動範

囲を広げて発信実験を実施している。「笑店街ネットワー

ク様」は、株式会社まちづくりとやま様が中心となり、中

心市街地の商店経営者で構成される組織である。笑店街

ネットワーク様が運営するホームページに掲載されている

お店に関わる情報(１５４店舗)のセントラムへの配信や、ス

マート端末を利用したタイムリな情報発信「まちなか発信

図５  プロジェクト体制と役割

実験」を実施している。また、中心市街地のイベント情報

を掲載するサイト「なかもん」と連携し、週に十数件登録

されるイベント情報をセントラム内に配信する仕組みを実

現している。

(２)電車利用に関するアプローチ

　セントラムは、富山市様が軌道整備、富山地方鉄道株

式会社様が軌道運送を担う上下分離方式で運営されて

いる。今回のように電車に機器を設置するのは初めての

ため、プロジェクト開始時はどのように進めていくべきか

がわからなかった。まずは実施方法について事前協議を

行った後、電車内の機器の取り付けについて、 鉄道会社

と運行の安全性や運営ポリシを確認し、設置場所・設置方

法を確定している。

研究開発推進組織

インテック 先端技術研究所

①デジタルサイネージシステムの
　開発
②ARシステムの開発

富山大学大学院理工学研究部
メディア情報通信研究室

③ナビゲーションシステムの
　開発

実証実験協力組織

富山市（セントラム所有者）

富山地方鉄道（セントラム運行）

まちづくりとやま（まちなか情報発信）

シアター付イベント施設

まちなか広場

地産地消商品店

笑店街ネットワーク

広告主　　　　　　　　　　　　　　広告内容

中心市街地賑わい事業会社

シアター付イベント施設

まちなかイベント広場

地産地消の商品販売店

なかもん（まちなかイベントサイト）

店舗情報や街なかイベント情報の
掲載サイト（154店舗）

老舗　和菓子店

老舗の喫茶店

ライブ音楽も楽しめる喫茶店

学会

富山市

広告代理店（一般広告検証）

まちなか研究室

ホームページから事業紹介

上映映画やイベント情報

開催イベントのポスター等

入荷商品をリアルタイムで掲載

毎週まちなかイベント情報20件程度を
登録

ショップリストから計算店舗の紹介
（ほぼ全掲載店から掲示）

笑店街ネットワークＨＰ掲載
店舗情報を掲載（了解店のみ）
・希望を募り、リアルタイム
　発信への参加

医学会、電子情報通信学会    

とやま花Tramキャンペーン

ガス展、DV防止、献血推進

まちなかポスター展
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図７  ２０１２年度アンケート結果

  5.  実証実験評価
　２年間のそれぞれの年度末に、(１)開発したシステムの有効

性の確認、(２)実用化に向けた課題抽出、(３)研究成果の周知

を目的として、市民向けの一般公開イベントを実施した。本章

では、２年目の年度末に実施した公開イベントの概要とその評

価について述べる[３]。

5.1  公開イベントの概要
　ARシステムとナビゲーションシステムを「富山型まちなかア

プリ」として統合し、実際の利用方法に即した評価できるよう

に「セントラムでAR&ナビ体験ツアー」を企画した。本体験ツ

アーは、富山型まちなかアプリをスマートフォンにインストー

ルした住民が、セントラムに乗車し、デジタルサイネージシステ

ムおよび富山型まちなかアプリで提供される情報やナビゲー

ションシステムのサポートにより、目的地である中心市街地の

店舗に行くことを実際に体験してもらう企画である。

5.2  来場者のアンケート結果
　公開イベントでは、スマートフォンを所有する利用者に限定

し、体験ツアー参加者４０名の回答を得た。図７にアンケート結

果の一部を示す。

　アンケート結果から、セントラムに設置したデジタルサイ

ネージの目的は、乗客の方々から支持を得ているといえる。ま

た、ARシステム、ナビゲーションシステムを統合したまちなか

アプリの評価に関しては、「利用したい」、「改善次第では利用

したい」といった肯定的な回答が大多数であり、中心市街地を

訪れる利用者のニーズは高いと思われる。

表２  実証実験の評価・要望

　評価意見から各システムは、利用者から高い支持を得てお

り、システムを実用化することでセントラム利用の利便性を高

めることができると考える。今回得られた課題要望に対処し、

最終的には実用化したいと考えている。

　なお、公開イベントに際して、プレスリリースを実施し、多く

の掲載(テレビ放映５件、新聞掲載１３件、技術紙掲載２件)があ

り、中心市街地活性化の活動として本研究開発の取り組みを広

く周知できたと考えている[４]。

研究テーマ   システム　　         評価意見　　                課題要望

デジタル

サイネージ

まちなか

アプリ

広告表示

システム

広告発信

システム

AR

システム

ナビゲー
ション
システム

・まちなか情報流通の支持
（イベント情報、店舗情報）
・好印象、内容が役立つ

・ブログより簡単で使いこな
　せる、写真と文字で十分
　伝わる
・電車で広告を見て買いに
　来たというお客がいる、十
　分に販促ツールになる

・今後も使いたいとの肯定
　的意見が多い（まちなか
　アプリとして）
・ゲーム感覚の情報取得が
　面白い
・電車内で情報アイコン取
　得ができた

・位置情報表示は特に便利
　で冬場などダイヤが乱れ
　やすい時期に利用したい
・体験ツアーでの経路案内
　の実現

・目立つ表示方法へ
　の改善
・情報の充実（ニュー
　ス、天気予報）
・乗客と客層が合わな
　いので、電車以外の
　場所でも表示でき
　ると価値が高まる。

・バッテリー消費の低
　減
・情報アイコン取得操
　作の改善
・カメラを向けることへ
　の抵抗
・地図の表示方法、操
　作方法の改善
・エンタテイメント性の
　さらなる充実

5.3  評価・考察
　公開イベントの評価結果および、同じ時期に実施したまちな

か発信実験(６店舗)のヒアリング評価から主なポイントを表2

に示す。

このようにまちなかからの情報を路面電車内のモニタにながすことに

ついてどう思いますか？
今後、このようなアプリを利用するかお答えください

必須・単数回答／回答数

任意・単数回答／回答数

回答　　　　  得票     割合

良い（望ましい）

やや良い

普通

やや悪い

悪い（望ましくない）

26

11

3

0

0

65%

27.5%

7.5%

0%

0%

回答　　　　  得票     割合

思う

少し思う

少し思わない

思わない

改善されれば、
利用すると思う

11

16

4

1

7

28.2%

41%

10.3%

2.6%

17.9%

65%

27.5%

7.5%

28.2%

41%

10.3%

2.6%

17.9%



第14号

2014

個
別
論
文

18

  6.  まとめ
  本稿では、平成２３年度から平成２４年度の２年間、富山大学と

共同で実施したプロジェクトで開発した三つのシステムの概要、

システムを開発して得られた知見、実証実験に基づく評価結果

について報告した。

  本プロジェクトを通して技術的なフィジビリティは確認でき

たので、現時点での最終目標は、本システムを活用したビジネ

スモデルを構築し、ビジネスとして運用できるようにすることに

ある。そのための次のステップとしては、今回検証できた技術を

ベースに、より適用対象を広げる取り組みをする予定である。

具体的には、環境未来都市とやまの「交通空間の利活用交流

推進」プロジェクトチームのメンバ組織と連携して、広告表示す

る電車の台数と増やすとともに、電車以外の場所での表示も行

う。また、中心市街地活性化に向けて、イベントでの活用がしや

すいARシステムへの改良に取り組む予定である。
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