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ICTを活用した「まちあるき」支援への
取り組み

概要
　公共交通とまちなかの活性化を目指す取り組みの一環である「富山まちあるきICTコンシェルジュ事業」に
参画し、デジタルサイネージ、AR（拡張現実）スタンプラリー、路面電車・コミュニティバスロケーション情報の
各サービスの提供と実証実験を行った。実証実験では、これらを連携させた宝探しイベントも実施した。街頭で
のアンケート結果では、サイネージやロケーション情報を「見る/利用する」といった意見が多く、宝探しイベント
参加者からは、通常のスタンプラリーと違った感覚で楽しめたとの意見が聞かれた。

  1.  事業の概略
1.1  背景
　わが国の人口減少と超高齢化が進む中で、全国の地方都市

では、公共交通の利用者減少、マイカー依存による宅地・商

業地の郊外移転、中心市街地の魅力喪失が共通の問題となっ

ている。このような状況の中で富山市は、公共交通を活性化

させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能

を集積させることにより、公共交通を軸とした拠点集中型の

コンパクトな街づくりを実現するコンパクトシティ施策をいち

早く進めてきた。日本初の本格的 LRT の開業（２００６）をは

じめとした先進的な取り組みにより、政府の環境モデル都市

（２００８）・環境未来都市（２０１１）への選定、さらには、OECD（経

済協力開発機構）からコンパクトシティの世界的な先進モデル

５都市として選出（２０１２）されている。

　このような背景の下、当社は、富山市、民間企業、大学と共

同で、総務省「平成２４年度補正予算 ICT 街づくり推進事業」

に「コンパクトシティを実現する『富山まちあるき ICTコン

シェルジュ事業』」( 愛称：とみコン ) を提案、採択を受けた。

実施期間は、２０１３年９月～２０１４年３月である。当事業では、

ICT を活用してまちの賑わいを創出することを目的に、イベン

ト情報や公共交通の位置情報など、まちあるきに役立つ情報

を収集・配信する ICT インフラを整備した。あわせて、歩行

者の動態情報を収集し、今後のまちづくり計画に活用するた

めの分析を試行した [1]。
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1.2  実施体制
　当事業は産学官９団体が共同で実施した。各団体の役割を

表 1.1に示す。

名称 　　　　　　　　　　　役割
富山市

㈱インテック

㈱まちづくりとやま

富山地方鉄道㈱

日本エレクトロニクス
サービス㈱

㈱ケーブルテレビ富山

富山大学

富山県立大学

㈱ PCO

普及促進行事の企画運営、まちなかコンテンツの提供

鉄軌道、バス、交通ICカードの運用

デジタルサイネージ、
データ配信システムの運用・保守

Wi-Fiの設置・運用、コンテンツの提供

歩行者動態分析、実証結果の効果分析

まちあるきスマートフォンアプリの開発
ビジネスモデル開発、実証結果の効果分析

まちあるきスマートフォンアプリの開発・運用

代表提案者

事業全般の管理・統括

デジタルサイネージ、スマートフォンラリー、

公共交通ロケーションシステムの開発・運用

1.3  事業の内容
（1）　デジタルサイネージの活用「とみコン・デジ」( 実施主体：

　　インテック )

　　従来、設置事業者ごとに運用されてきたデジタルサイ

ネージを連携する CMS( コンテンツマネジメントシステ

ム ) を構築するとともに、まちなか情報を配信するサイ

ネージ端末を、駅（電鉄富山駅２台、南富山駅 1 台）、路

面電車（２台×１７両）、大学構内（４面×１台）及びまち

なか（１台）に新設した。また、まちなか（５台）、公共施

設（３台）、路面電車（２台×３両）の既設の端末も活用した。

これにより、街の入り口の駅から、路面電車、中心市街

地まで、住民や観光客に連続的に有用なコンテンツを提

供できるようになった。

　　また、継続した運用を成り立たせるためのビジネスモデル

について、広告代理店にも参加してもらい、検討を行った。

（２）スマートフォンの活用

① AR スタンプラリーアプリ「とみコン・ラリー」( 実施主体：

　インテック )

　AR(Augmented Reality、拡張現実 ) 技術を活用した、ス

　タンプラリー、クイズラリーなど娯楽性のあるラリーを提

　供するシステムを開発し、様々なイベント企画を容易にす

　るとともに、街中の活性化につなげた。 

②まちあるき情報アプリ「とみコン・プラス」（実施主体：

　富山県立大学）

　スマートフォンアプリでまちあるき情報を提供するシステ

ムを富山県立大学で構築した。利用者の属性 ( 性別、年代、

居住地 ) に応じたコンテンツ表示により、興味に合致した

情報を提供することが可能となった。また、イベントやお

店の紹介情報に加え、クーポンの配信機能も提供し、ま

ちあるきを支援した。

　一方で、利用者の許諾を得た上で、アプリケーション利用

中の位置情報を収集し、まちあるきの状況を収集した。

（３）公共交通ロケーション情報「とみコン・ロケーション」( 実

　　施主体：インテック )

　　市内電車及び、中心市街地を循環するコミュニティバス

に GPS 端末を設置し、その現在地をパソコン・スマート

フォンで表示できるようにした。

（４）Wi-Fi スポットの整備（実施主体：ケーブルテレビ富山）

　　中心市街地及び観光地に、３３か所の Wi-Fi スポット

を整備し、メールアドレスの登録で誰でも無料でインター

ネットに接続できる環境を提供した。また、デジタルサイ

ネージのインターネット接続インフラとしても利用してい

る。

（５）歩行者動態分析（実施主体：富山大学）

　　下記のデータにより、まちなかの歩行者動態の分析を

実施した。

　①属性認識カメラの属性情報

　歩行者の性別、年齢層をカメラ画像から統計的に取得で

きるシステムを市内２か所（電鉄富山駅、総曲輪通り）に

設置した。これにより、どのような性別・世代の人が、どん

な時間に集まっているかの把握・分析を行った。

　②交通 IC カード

　交通 IC カードによる乗降データの提供を受けて分析を

行った。ただし、交通 IC カードの個別 ID は、個人を特

定可能な情報とされ利用できず、今回は、乗車傾向の分

析にとどまった。今後、乗降データ間の関連性などを用

いた行動分析手法の検討が必要である。

　③スマートフォンの GPS、Wi-Fi 接続情報

　スマートフォンの GPS 情報、Wi-Fi 接続情報、Wi-Fi スポッ

ト側のログを分析することにより、歩行者の動線の流れ

の把握が可能となった。

　次章以降では、インテックが主体となって実施した、デジタ

ルサイネージ、AR スタンプラリー、公共交通ロケーション情

報の各サービスについて紹介する。

表１.1  参加団体一覧
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  2.  デジタルサイネージサービスについて
2.1  システム説明
　本事業では、“まちあるき”の情報プラットフォームとして、

デジタルサイネージを駅、路面電車及びまちなかに設置し、

地域の住民や観光客に様々な情報コンテンツを届ける仕組み

を構築している。

（1）共通 CMS

　様々なメディア（自治体、TV 局、新聞、タウン情報出版社、

交通事業者など）からの情報を集約し、従来個々の設置事

業者ごとに設置・管理されてきたサイネージ端末を一元的に

管理し連携するよう「共通サイネージ CMS」（システム名称

は「とみコン・デジ」）を開発している。共通 CMS は、様々

な形状（横長、縦長）・大きさのサイネージ端末に対応でき

るよう画像の管理と変換を行う機能を有し、あらかじめ広告

主に割り当てた広告枠に従って、端末の種類・設置場所や指

定時間に応じた表示リストを編成する。既存サイネージ端末

に関しては、これを管理する既存 CMSとの連携インタフェー

ス（データ形式はXML）により配信を可能としている。さらに、

まちなか情報を提供するスマートフォンアプリ「とみコン・プ

ラス」へコンテンツ提供する仕組みを設け、防災情報を提

供している。

　広告代理店などが制作した画像を Web 画面から登録す

ると、共通 CMS は各端末向けのコンテンツを準備し、配

信する。まちなかの個店や公共施設を対象としたマイクロ

広告（簡単にタイムリーに発信できる仕組み）も継承し、

他のCMS
データ連携

広告の登録・管理
（管理ウェブサイトへ接続）

イベント
情報

12星座
占い

ニュース

地震・台風
情報

防災情報

北日本新聞

気象協会

富山市

まちなか
店舗

広告
代理店

管理
会社

JSON 形式
での情報提供

受信
I/F

登録
Web
 I/F

配信API

とみコンデジ
CMS

駅サイネージ 路面電車サイネージ まちなかサイネージ 大学内サイネージ スマホアプリ

既存CMS

既存CMS

既存CMS

既存CMS 専用CMS プラスCMS

メル
マガ

まちなか
情報

広告

お知らせ

商店・
企業他

各種
団体

図２.１  システムの構成

パターン化した背景・レイアウトにより、写真とメッセージ

入力だけで広告発信できる機能も有している。また、防災

情報をはじめとした外部の情報提供システムとの連携イン

タフェース（データ形式は XML）を設け、様々な情報（グ

ルメ・イベント・交通機関ロケーション・ニュース・天気・観光・

防災など）を流通できる仕組みとしており、今後の拡張も

容易である。

（２）サイネージ端末

　サイネージ表示端末は、設置場所に関しては、地域の住

民や観光客に有用なコンテンツを提供し、まちあるきの支

援となるように公共交通を含めた動線を考慮したほか、利

用者の特色が出るような場所を選定した。具体的には、路

面電車（２台×１７両）をはじめ、電鉄富山駅２台、南富山駅

1台、大学構内（４面×１台）及びまちなか（１台）に新設し

た。また、まちなか（５台）公共施設（３台）の既設のサイネー

ジ端末も活用している。

　サイネージ端末は、Windows８ OS ベースのパソコンで

構成し、インターネット上の共通 CMS サーバから WiMAX

回線などを経由して定期的（実証時：１０分ごと）にデータ

を受信する。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。

　特に路面電車内は、ICT 機器の利用には特殊な環境であ

るため、これまでの研究開発 [２][３][４] のノウハウに基づい
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代理店向け専用広告の
Web登録イメージ

外部インタフェースの
自動登録イメージ

個店向けパターン広告の
Web登録イメージ

サーバ間でデータ交換

メッセージ、画像
（XML形式）

メールで受信

特定レイアウトで
縦長画面用と
横長画面を生成

表示
イメージ

路
面
電
車
内

15
秒
毎
に
表
示

電
鉄
駅

ま
ち
な
かK

IT
O
K
IT
O

（
注
：
１
日
３
回
更
新
）

15秒毎に表示

15秒毎に表示

①写真を用意
JPEG画像1MByte以下

②パソコンや
タブレットの
ブラウザで共通
CMSに
広告文と
写真を登録

事前設定の
レイアウト

①２種類（縦長、横長）
の広告画像を用意する。
（JPG画像、2MB以下）

②共通CMSで登録する。
メッセージを空白にすると、全画面に
画像が表示される専用広告レイアウト
になる。

1920　×

　1
0
8
0

1080　×

　1
9
2
0

・3ページまで
・有効期限
・表示グループ

まちづくり
とやま
ローカル
広告

図２.２  コンテンツ登録イメージ

て振動や電源対策を考慮した設計を実施し、安全面につい

ては鉄道会社と協議し設置を行っている。路面電車は、折

り返しで運転するため前後２面のモニターで表示を行うよう

にしたが、系統ごとに異なる構造に合わせて機器の構成を

変更している。低床型 LRT（９０００系 /T１００系）は、車体

が連接構造であり、接合部でのケーブリングが難しいため、

端末仕様　　　　　　　　　　　路面電車サイネージ　　　　      駅サイネージ　　　　 まちなかサイネージ　  大学内サイネージ

モニタ数

設置場所

モニタサイズ

解像度

イメージ

新設

17 編成×2 台

24Ｖ型横

1366x768

既設

3 編成×2 台

20V 型横

1280x720

新設

①２台＋②1台

①55V 型縦
②46V 型縦

1080x1920

既設＋新設

3 台 ( 他 2 台 )+1台

42Ｖ型縦タッチ
46V 型縦タッチ

1080x1920

新設

1台

55Ｖ型横 2x2

3860x2160

路面電車内
サントラム :2 編成
8000 系:5 編成
7000 系:10 編成

市内環状線
セントラム :3 編成

①電鉄富山駅
コンコース
②南富山駅

地場もん屋 前
地場もん屋 内
樹の子
グランドプラザ ( 新 )

富山大学
五福キャンパス
学生会館内

前後で独立した装置を設けている。また旧車両（７０００系）

については、電源仕様が異なるため、装置が安定に稼働す

るように、DC/AC１００V のインバータを新設している。

　電鉄富山駅（２面）と南富山駅には、既存広告ポスターの

活用を考え、既設の電飾装置に類似する形態となるよう大

型モニターを縦置きとするサイネージを新設している。

図２.３  サイネージ端末一覧
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2.2  実証実験状況
　共通 CMS とサイネージ端末の整備に伴って、２０１３年１２月

１３日から２０１４年３月１４日まで、広告代理店３社の協力を得て、

広告コンテンツの掲載実験を実施した。広告コンテンツは縦

長、横長の静止画であり、実験期間中は無料掲載とした。鉄

道系の代理店を中心に、地元個店・企業からの広告を広く集

め掲載することができた。期間中に掲出した広告コンテンツ

は、５５件、１２２画像であった。

　専用広告とはめ込み型広告の背景・レイアウトを用意するこ

とにより、まちなか個店からの広告発信の検証を行った。ま

ちなかの３店舗をモニターユーザとして、地元の商店によるマ

イクロ広告を検証した。商品をタイムリーにアピールできるこ

との好評価を店舗から得たが、同時に、更新頻度に問題があ

るなど、今後のシステム改善に対する課題を抽出できた。

　まちなかのサイネージ体験ブース（１２/ １４～１/ １３）、大学

内におけるアンケート調査（１/ ２１～１/ ３１に実施）では、サ

イネージに対して便利、目立つ、楽しいといった肯定的な意見

が９割を占めた。しかし、サイネージを見る機会は少ないとい

う意見が多かった。サイネージやスマートフォンアプリで知り

たい情報については、イベント情報、お店のセール情報、天気・

防災情報など、「とみコン・デジ」の計画で用意した情報提供

がまちなかを訪れる人に支持されているといえる。

2.3  今後の予定
　デジタルサイネージについては、搭載する車両数を増やすと

ともに、駅や既設のサイネージへと表示対象を広げ、広告代

理店を含めた実ビジネスに近い体制による検証が実施できた。

この検証結果（抽出課題）から、共通 CMS の実運用に向けた

ブラッシュアップや、メディア力を高めるためのスマートフォン

図２.４  広告コンテンツ例

連携機能の強化を図る予定である。また、広告料を収入源と

する事業継続を前提に、事業主体が継続して収支を維持でき

るよう、ステークホルダーの調整を行い、継続して安定した

運営ができるように支援を実施する。

　さらに、民間主導で今回整備した共通 CMS を活用し、他

地区への事業拡大を検討する計画である。

  3.  AR スタンプラリーサービスについて
3.1  サービス概要
　本サービスは AR(Augmented Reality、拡張現実 ) 技術を

応用したスタンプラリーサービスである。スタンプラリーイベ

ントの主催者ユーザは、スタンプラリーサーバに情報を登録す

ることで、簡易に AR スタンプラリーを企画できる。スタンプ

ラリー参加者は iPhone のアプリを用い、現在催されているス

タンプラリーイベント一覧を確認し、好きなスタンプラリーに

参加することができる。

3.2  サービスの特長
　本サービスは通常のスタンプラリーとは異なり、チェックポ

イントとスタンプラリー台紙との両方に AR 機能を盛り込むこ

とができることを特長としている。

　スタンプラリーのチェックポイントに AR の認識対象マーカ

を設置する。マーカは基本的にどのようなものであっても構わ

ないが、参加者が一目でスタンプラリーのチェックポイントだ

と認識できるシンボルが望ましい。参加者が専用アプリの機能

でチェックポイントマーカにカメラをかざすと、チェックポイン

トを通過したことになり、スタンプラリーサーバに通過情報が

記録される。チェックポイントマーカを認識した際には、画像、
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動画、３D モデル等がマーカの前面に重ね合わせられ、あたか

も、現実にあるかのように表示される ( 図３.1)。

　スタンプラリーの参加者はスタンプラリーに参加するため

に、台紙となる紙媒体を取得する必要がある。この紙媒体の

取得方法や配布場所は専用アプリでイベント一覧上に示されて

いる。台紙にはスタンプラリーチェックポイントの所在が記載

されているが、企画者はこの紙面上に紙面確認用 AR マーカ

をデザインすることもできる。このマーカはアプリのカメラでか

ざしても、最初は何も起こらないが、前述したスタンプラリー

サーバのチェックポイント通過情報と連携させ、通過済みの場

合のみ、台紙上のマーカに、画像、動画、３D モデル等を重ね

合わせて表示される ( 図３.２)。この機能の用途は様々で、単に

参加者やイベント管理者にチェックポイント通過済みであるこ

とを視覚的に確認させる用途のほかに、チェックポイント通過

図３.１  AR によるチェックポイント取得の様子　　　　
　　　　　( マーカ部分が風景写真に置き換えられて表示されている。)

図３.２  AR による台紙確認の様子　　　　　
　　　　　　( 路面電車の写真が動画となって表示されている。)

3.3  システム構成
　本サービスのシステムは図３.３のような構成となっている。

　本システムはスタンプラリーサーバと、スタンプラリー参加

者が持つスマートフォンにインストールされたスマートフォンア

プリとからなる。スタンプラリーサーバはスタンプラリー情報

とユーザ情報を管理し、スマートフォンアプリが持つユーザ ID

情報を識別し、適切なラリー情報を送受信する。

スタンプラリーサーバ

スタンプラリー情報

スタンプラリーリスト

台紙マーカリスト
取得マーカリスト
モデルデータ

ユーザ情報

スタンプ取得記録

ユーザ ID
取得日時

取得マーカID

●スタンプマーカの配置位置や属性を別
　途管理しユーザの属性分析に利用する
●ユーザ情報にポイントやクーポンを加え
　リピータ獲得につなげることも検討する

ダウンロード

アップロード

スタンプマーカ

スタンプラリーの拠点に
マーカを配置する

スタンプ台紙

紙媒体でスタンプラリーの
参加者に配布する

カメラで見ると、スタンプマーカ上
に3Dモデルが現れ、スタンプを
取得できる。

ユーザはスタンプマーカを探して
スマートフォンをかざす。

スタンプ台紙にスマｰﾄフォンを
かざすと、取得した3Dモデル
が現れる

台紙のデザインやマーカの配置についてはシステムは関与しない

のボーナスコンテンツとして参加者を楽しませる表示をする、

次なるチックポイントの所在を示す情報の提示をする、など、

スタンプラリーイベント企画者の発想次第でどのようにでも利

用できる。

図３.３  システム構成
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3.4  実証実験状況
　富山のプロサッカーチームである、カターレ富山様とコラボ

レーションし「とみコン・クエスト～開幕直前！カターレの宝を

探せ～」を本サービスの実証実験として２０１４年２月２３日に実

施した ( 図３.４)。まちなか（富山市内電車沿線）に設置された

チェックポイントを回り、そこで iPhone アプリから得られるヒ

ントをもとに、隠された宝を探すゲームイベントとした。イベン

ト参加者を対象に、カターレ選手とマスコットキャラクターの

ライカくんは参加者との記念撮影やサイン会も実施している。

　１００名ほどの参加者があり、多くの参加者は無事目標を達成

することができた。アンケート結果からは通常のスタンプラリー

とは違う感覚で楽しめたという肯定的な意見が多いが、中には

アプリの不具合の指摘や要求もあり、改善が必要である。しか

し、システムのコンセプトとしては多くのユーザに認められたと

考えている。

3.5  今後の予定
　AR マーカを認識した際にサーバにアップロードする情報は

現状では取得フラグしか利用していないが、認識した時間や

AR マーカの設置位置情報などから、ユーザの軌跡やイベント

デジタルサイネージに公共交
通ロケーション情報を表示
ライカくんが乗車した電車の
現在位置がわかる

ARマーカー

ARマーカーにス
マートフォンをか
ざすと、クイズが
表示される

参加者に配布したチェック
ポイント地図

カターレ富山の選手
との交流会

図３.４  イベントの様子

による特定地点への誘客効果計測などの可能性も検討してい

る。また、本サービスはスタンプラリー用システムとしているが、

AR を使った視覚的な情報提供は、本サービスと同じ仕組みを

使って、たとえば検針業務などの業務システムにも応用が期待

できると考えている。

  4.  公共交通ロケーション情報サービスについて
4.1  システム説明
　路面電車及びコミュニティバス（以下、車両とする。）に

GPS 端末を搭載し、現在位置をロケーション情報サーバに通

知する。現在位置の通知は２０秒ごとに行う。ロケーション情

報サーバでは、Web アプリケーションとしてロケーション情報

を提供する。ロケーション情報は、パソコンやサイネージ、ス

マートフォンから参照することができる。システム構成を、図

４.1に示す。

　図４.２は、ロケーション情報を表示させた画面である。画

面は２分割されており、車両一覧と現在位置表示の２つの

画面から成り立っている。現在位置を表示する方法は、地図

（Google マップ）表示とイラスト表示の２種類ある。車両の
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ロケーション情報サーバ

位置情報

携帯回線網GPS端末

セントラム 市内
電車

まいどはや
バス

パソコン

サイネージ

スマート
フォン

図４.１  ロケーション情報サービスシステム構成

図４.２  ロケーション情報提供画面
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現在位置は、２０秒ごとに更新する。画面構成は、表示する端

末（パソコン、サイネージ、スマートフォン）によって配置を切

り替えている。

　路線から離れた位置を表示しないために、ロケーション情

報サーバに通知された位置を、路線上に表示されるように補

正している。また補正結果から、次の停留所の情報やイラス

ト表示で車両をマッピングする位置を取得している。

　車両の上に表示している行き先情報は、始発駅の時刻表か

ら判断している。しかし、降雪等の影響で始発駅での出発時

刻が大きく乱れた場合に対応できないという課題がある。

4.2  実証実験状況
　コミュニティバスを運営する株式会社まちづくりとやま様の

Web サイトにおいて、２０１４年１月２０日よりロケーション情報

へのリンクを公開した。

利用者より、『バスがどこにいるかを知ることができるため、

よりバスを利用しやすくなった。』というコメントが寄せられて

いる。ロケーション情報を提供することで公共交通の利便性

が高くなったと評価できる。

　図４.３は、ロケーション情報を利用したユーザの「日ごとの

アクセス数」を表したグラフである。

　２０１４年２月２３日に開催したイベント『とみコン・クエスト』

では、路面電車に乗ったキャラクター（ライカくん）を探すと

いう内容が含まれており、電鉄富山駅、南富山駅に設置した

サイネージにロケーション情報を表示したほか、イベント参加

者が移動する際に自身のスマートフォンでロケーション情報を

参照するように活用した。

　イベント後のアンケートでの「電車やバスの位置がスマート

フォン・電子看板で表示できる仕組みは今後利用しますか？」

という質問に対して、７３％（アンケート総数６６）が「利用する」

と回答した。「利用しない」の回答理由として、『利用方法がわ

からなかった』という意見もあった。

図４.３  日ごとのアクセス数
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4.3  今後の予定
　実証実験を通して、以下の課題が挙がった。

● 利用方法がわかりにくい

● 地図に表示された車両の位置と実際の車両の位置が離れて

　いるときがある

● 時刻表と連携して到着まであとどれくらいかかるかわかると

　よい

● 急な行き先変更に対応できない

● 車両がどの方向に向かっているかわかりにくい

　今後は、上記で挙げた課題の解決と路線バス向けの機能の

追加及び、ユーザーインタフェースの向上に関する開発を予定

している。その上で、他の地方都市への展開を計画している。

  5.  まとめ
　総務省「平成２４年度補正予算 ICT 街づくり推進事業」「コン

パクトシティを実現する『富山まちあるき ICTコンシェルジュ

事業』」において、当社が主体となって実施した内容について

述べた。本事業では、事業終了後も継続して運用できるよう、

ビジネスモデルの検討を行っており、参加団体を中心に体制

作りが進められている。また、この事業モデルの他地域への

展開について、引き続き検討を行っている。
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