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• 新しい位置情報基盤検討の経緯

••• 場所情報コード・位置情報点について場所情報コード・位置情報点について場所情報コード・位置情報点について

場所情報 ド仕様に いて場所情報 ド仕様に いて場所情報 ド仕様に いて••• 場所情報コード仕様について場所情報コード仕様について場所情報コード仕様について

••• 場所情報コード・位置情報点の場所情報コード・位置情報点の場所情報コード・位置情報点の••• 場所情報コ ド 位置情報点の場所情報コ ド 位置情報点の場所情報コ ド 位置情報点の

運用・利活用イメージ（将来像）運用・利活用イメージ（将来像）運用・利活用イメージ（将来像）

••• 取組の最新状況取組の最新状況取組の最新状況
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場所情報コード検討の背景

測位技術 進歩 法体系 整備

1970年代頃

測位技術の進歩 法体系の整備

ＧＰＳの開発（米国）

ＧＰＳ連続観測システム

（ＧＥＯＮＥＴ）運用開始
平成8年

平成14年
測量法改正

－ 世界測地系の導入

（ ）運用開始

新たな測位システムの登場

– 屋外：GNSS（GLONASS, Galileo等）

– 屋内：電子タグ、IMES 、無線LAN等

自律移動支援に関する検討の開始
（国土交通省）

平成16年

地理空間情報活用推進基本法施行平成19年

地理空間情報活用推進基本計画策定

３

平成20年
※新たな基本計画を平成24年3月に策定



地理空間情報活用推進の課題

•• 「地理空間情報高度活用社会」の姿「地理空間情報高度活用社会」の姿

–いつでも欲しいときにいつでも欲しいときに

–どこでも簡単に

誰でも–誰でも

–必要とする種類･精度の位置情報が得られる

•• 実現に向けた課題実現に向けた課題

–現行の測位システムでは、屋内外の全ての空間を
単独でカバーすることはできず、組み合わせた利用単独 する は きず、組み合わ た利用
が必要。

→共通的に利用可能な仕組みの構築が必要。
４



新たな位置情報基盤の提案

測位システムにおける問題点を含め、現行の基準点体系における課題につい

て、国土地理院技術協議会基準点体系分科会（IV）（平成２０年６月～平成２２

年３月）において議論 結果を報告書として取りまとめ

測位システムにおける問題点を含め、現行の基準点体系における課題につい

て、国土地理院技術協議会基準点体系分科会（IV）（平成２０年６月～平成２２

年３月）において議論 結果を報告書として取りまとめ年３月）において議論、結果を報告書として取りまとめ。年３月）において議論、結果を報告書として取りまとめ。

報告書の主な内容

① 新たな位置情報基盤の提案

報告書の主な内容

① 新たな位置情報基盤の提案

・位置情報点とと場所情報コード（ucode）の導入

② 基準点の維持管理

・長年観測されず、信頼性が確認できない基準点は、
高精度の測量には使用しない高精度 測量 使用 な
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情 盤 経情 盤 経情 盤 経••• 新しい位置情報基盤検討の経緯新しい位置情報基盤検討の経緯新しい位置情報基盤検討の経緯

場所情報 ド 位置情報点について• 場所情報コード・位置情報点について

••• 場所情報コード仕様について場所情報コード仕様について場所情報コード仕様について••• 場所情報コード仕様について場所情報コード仕様について場所情報コード仕様について

••• 場所情報コード・位置情報点の場所情報コード・位置情報点の場所情報コード・位置情報点の場所情報 位置情報点場所情報 位置情報点場所情報 位置情報点

運用・利活用イメージ（将来像）運用・利活用イメージ（将来像）運用・利活用イメージ（将来像）

••• 取組の最新状況取組の最新状況取組の最新状況

６



論理場所情報コード

場所情報コード・位置情報点について

場所情報コード・位置情報点

論理場所情報コード
・空間内のある領域を識別

場所情報コード
・ある場所に固定されたモノを識別し必要な情報を

論理場所情報コ ド場所情報コ ド 位置情報点

空間内のある領域を識別
するために、領域に対し一意
に与えるコード。

ある場所に固定されたモノを識別し必要な情報を
結び付けられるようにするために、情報通信分野で
使われるucodeに準拠したコード。

・位置（緯度、経度及び高さ（階層））に関する情報と、位置（緯度、経度及び高さ（階層））に関する情報と、
当該位置に存在するモノを一意に識別するための
情報から構成されている。

位置情報点
・場所情報コードが記録されたＩＣタグやＱＲコード等
の標識を持つ点。の標識を持つ点。

インテリジェント基準点インテリジェント基準点

・三角点の維持管理のため、都市部周辺の
約２万点に場所情報コードを付与したICタグを

ICタグ

７

約２万点に場所情報コードを付与したICタグを
埋め込み、位置情報点の一つとして利用。



新たな位置情報基盤の構成要素

新たな位置情報基盤従来の現行の

情報点

新たな位置情報基盤

三角点

従来の
基準点体系

経緯度原点

現行の
基準点体系 電子基準点

三角点

経緯度原点

位置情報点

水準点水準原点

三角点

水準点水準原点

８



新 位置情報基盤検討 経緯新 位置情報基盤検討 経緯新 位置情報基盤検討 経緯••• 新しい位置情報基盤検討の経緯新しい位置情報基盤検討の経緯新しい位置情報基盤検討の経緯

••• 場所情報コード・位置情報点について場所情報コード・位置情報点について場所情報コード・位置情報点について

• 場所情報コード仕様について
••• 場所情報コード・位置情報点場所情報コード・位置情報点場所情報コード・位置情報点ののの

運用・利活用イメ ジ（将来像）運用・利活用イメ ジ（将来像）運用・利活用イメ ジ（将来像）運用・利活用イメージ（将来像）運用・利活用イメージ（将来像）運用・利活用イメージ（将来像）

••• 取組の最新状況取組の最新状況取組の最新状況
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ＩＣタグ等からサーバの情報を取り出す仕組み

ユビキタスIDアーキテクチャの基本構造

携帯情報端末
③ サービス

ユビキタスIDア キテクチャの基本構造

② 情報サービス
サーバの情報を

情報を取得

取得

情報

① コード
番号（ucode）
を取得

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~URL：

http://~
ucode
##########

ICタグ等
解決サーバ

情報サービス
サーバ

１０



ucodeについて

ucodeとは……

現実世界のさまざまな「モノ」や「場所」などを識別するための固有識別番号・現実世界のさまざまな「モノ」や「場所」などを識別するための固有識別番号
（ユビキタスIDセンターHPから引用）

ucodeの構造
この部分に

概略の位置を
組み込む

4bits 16bits 4bits 104bits128bits

IdentificationIdentification
Code

コード管理機関（ユビキタスIDセンター）が
ドメインに割り当てるコード

ドメインが
使用するコード

※国土地理院はCクラスのドメインとして認定されており、64bitを使用可能
１１



場所情報コードの考え方

①① 空間を緯度 経度 階数によ て分割し 論理場所情報コ①① 空間を緯度 経度 階数によ て分割し 論理場所情報コ①① 空間を緯度・経度・階数によって分割し、論理場所情報コー
ドを定める。
①① 空間を緯度・経度・階数によって分割し、論理場所情報コー
ドを定める。

約3m

場所情報コードのイメージ図

場所情報コード
00001…0D8116

論理場所情報コード

00001…0D8116

位置情報点 00001…0D8016

網掛けをした空間を、端点（●印）の緯度・
経度･高さで代表した論理場所情報コードで表現

位置情報点

②② 空間内に置かれた位置情報を発信する媒体（ＩＣタグ等）に②② 空間内に置かれた位置情報を発信する媒体（ＩＣタグ等）に

経度 高さで代表した論理場所情報コ ドで表現

②② 空間内に置かれた位置情報を発信する媒体（ＩＣタグ等）に

対し、連番を付して場所情報コードを発行する。

②② 空間内に置かれた位置情報を発信する媒体（ＩＣタグ等）に

対し、連番を付して場所情報コードを発行する。
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位置情報を発信する媒体に対し発番する場所情報コードは位置情報を発信する媒体に対し発番する場所情報コードは

場所情報コードの仕様

位置情報を発信する媒体に対し発番する場所情報コードは、
ucodeに準拠した以下の仕様に基づくものとする。
位置情報を発信する媒体に対し発番する場所情報コードは、

ucodeに準拠した以下の仕様に基づくものとする。

(128 )ucode(128bits)
Ｖｅｒｓｉｏｎ等（64bits） 0-0001-B-0000000003-16 Identification Code (64bits)

連番の「０」は論理場所情報コードとして定義

分類（2bits） 23bits 24bits 9bits 6bits

００
緯度 経度

《階数》 連番（1 63）

連番 」 論 場所情報 定義

００2
緯度

《0.1秒単位》

経度
《0.1秒単位》

《階数》 連番（1～63）

250階層（200階）
∥

51階層（１階）

階数の表現：8bitsで以下の式に従い「階
層」に変換、最後の1bitで中間階を表現
変換式 ： 「階層」＝「建物の階数」＋５０

※251～255階層は特殊コードに使用
255階層
∥ テーブル指定領域（屋外等）

50階層（グランドフロア）
49階層（地下１階）
∥

１３

∥ テ ブル指定領域（屋外等）
251階層

０階層（地下50階）
※野外は255階層（11111111）



場所情報コードの利点

情報管理の効率化 社会インフラとしての利用

ＩＣタグ等の識別に場所情報コードを用いる利点

○概略の位置がわかっている点の情報を
基本情報として把握・公開することで、従

○モノの識別体系の中に、所在
地による整理を加えることで、検

情報管理の効率化 社会インフラとしての利用

来の基準点体系を補完する位置情報基盤
として利用。

索や管理の効率化が期待される。

例：自分の身の回りの情報だけ
欲しい場合に、特定のコードに
絞って検索ができる。

この範囲
だけ検索！
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場所情報コードが包含する位置情報の分解能

場所情報コ ドの仕様における緯度 経度の分解能について場所情報コードの仕様における緯度・経度の分解能について

・基本的に、標識の識別ができる分解能があれば十分・基本的に、標識の識別ができる分解能があれば十分情報管理の視点

インフラの視点

基本的に、標識の識別ができる分解能があれば十分基本的に、標識の識別ができる分解能があれば十分情報管 視点

・ニーズ・シーズの観点から、最も普及に適すると思わ
れる単位として、0.1秒（約3ｍ）を採用
・ニーズ・シーズの観点から、最も普及に適すると思わ
れる単位として、0.1秒（約3ｍ）を採用

ニーズ側（位置情報点利用者）の視点
「日常生活に適した位置情報が欲しい」

シーズ側（位置情報点設置者）の視点
「コストをかけずに位置を測定したい」

精度／分解能

1秒（約30m）

部屋の大きさ

建物の大きさ GPS単独測位（カーナビ等）
精度／分解能

0.1秒（約3m）

机の大きさ

部屋の大きさ

地図（基盤地図）からの読み取り

0.01秒（約30cm）
人の歩幅

測量（TS、GPS相対測位等）

0.001秒（約3cm）文房具の大きさ

＜モノの大きさの目安＞ ＜位置決定手法の目安＞
１５



新 位置情報基盤検討 経緯新 位置情報基盤検討 経緯新 位置情報基盤検討 経緯••• 新しい位置情報基盤検討の経緯新しい位置情報基盤検討の経緯新しい位置情報基盤検討の経緯

••• 場所情報コード・位置情報点について場所情報コード・位置情報点について場所情報コード・位置情報点について

••• 場所情報コード仕様について場所情報コード仕様について場所情報コード仕様について

場所情報 ド 位置情報点• 場所情報コード・位置情報点の

運用・利活用イメージ（将来像）
取組の最新状況取組の最新状況取組の最新状況••• 取組の最新状況取組の最新状況取組の最新状況
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場所情報コード発番の仕組み（案）

場所情報コ ドを利用する場合

位置情報点設置者

場所情報コードを利用する場合

① 位置情報点を設置
② 緯度・経度・高さ（階層）を計測

④ 場所情報コードの
位置情報点への書き込み

定 緯度 経度 高さ 階 詳細情報を公開

コード発番機関

・測定した緯度・経度・高さ（階層）
・設置した地物に関する基本情報申請

基本情報を公開

（当面は国土地理院）

③ 提出された情報をもとに
場所情報コードを発行

発番

場所情報 ドを発行

論理場所情報コードを利用する場合

① コ ドを付与したい場所の ② 計測値から論理場所

論理場所情報コード利用者

① コードを付与したい場所の
緯度・経度・高さ（階層）を計測

② 計測値から論理場所
情報コードを算出し利用

申請不要

１７



場所情報コードの利活用イメージ

福祉 防災

高齢者・障がい者が自力で
移動できる環境を支援。

見知らぬ場所で災害に遭っても、
安全な避難経路がわかる。

ICタグ等に共通化した場所情報
安全な避難経路がわかる。

店舗情報交通案内観光

コードと関連情報を付与

最寄の店舗や病院 ATMなどの今いる場所から目的地までの最短経路近くにある観光スポットの詳細を

いつでも、どこでも、誰でも多種多様な位置情報サービスを受けられる！いつでも、どこでも、誰でも多種多様な位置情報サービスを受けられる！

最寄の店舗や病院、ATMなどの
情報をニーズに合わせて紹介。

今いる場所から目的地までの最短経路
（どの改札から○○線経由で…）を案内。

近くにある観光スポットの詳細を
交通情報とセットで案内。

１８



新 位置情報基盤検討 経緯新 位置情報基盤検討 経緯新 位置情報基盤検討 経緯••• 新しい位置情報基盤検討の経緯新しい位置情報基盤検討の経緯新しい位置情報基盤検討の経緯

••• 場所情報コード・位置情報点について場所情報コード・位置情報点について場所情報コード・位置情報点について

••• 場所情報コード仕様について場所情報コード仕様について場所情報コード仕様について

••• 場所情報コード・位置情報点の場所情報コード・位置情報点の場所情報コード・位置情報点の場所情報コ ド 位置情報点の場所情報コ ド 位置情報点の場所情報コ ド 位置情報点の

運用・利活用イメージ（将来像）運用・利活用イメージ（将来像）運用・利活用イメージ（将来像）

• 取組の最新状況
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場所情報 ド 利活用 能性 検証を行う場所情報 ド 利活用 能性 検証を行う

場所情報コードの利用技術に関する共同研究①

場所情報コードの利活用の可能性の検証を行う
ため、１７者の共同研究者との間で共同研究を実

場所情報コードの利活用の可能性の検証を行う
ため、１７者の共同研究者との間で共同研究を実
施。

研究実施期間は平成２２年９月～平成２３年度末
施。

研究実施期間は平成２２年９月～平成２３年度末研究実施期間は平成２２年９月 平成２３年度末
※一部研究については平成24年度継続実施

研究実施期間は平成２２年９月 平成２３年度末
※一部研究については平成24年度継続実施
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場所情報コードの利用技術に関する共同研究②

実施体制 ※平成23年度末までの体制

推進委員会

GSI幹事

学識経験者

関係省庁

東大 柴崎教授
東大 越塚教授
名大 河 教授

総務省
経済産業省
国土交通省

実施体制 ※平成23年度末までの体制

GSI
関係省庁

検討ＷＧ④

名大 河口教授

検討ＷＧ① 検討ＷＧ② 検討ＷＧ③

国土交通省
東京都

検討ＷＧ④

エル・エス・アイ ジャパン
カクマル
測位衛星技術
慶應大学

日立産機システム
自治医科大学
測位衛星技術
基盤 情報 究

国土地図
リプロ
日本測量協会

日立製作所
日本測量協会
日本科学技術研修所
YRPユビキタス研究所

検討ＷＧ① 検討ＷＧ② 検討ＷＧ③

単独実施
検討ＷＧ⑤

慶應大学 基盤地図情報活用研究会
リプロ
コノエ測器

東京大学

キタ 研究所

日本情報経済社会推進協会
慶應大学

サブテーマ１
（記録媒体）

サブテーマ２
（実証実験・位置決定手法）

サブテーマ３
（情報管理）

東京大学 慶應大学
国際航業

（１）場所情報コード記録媒体の仕様に関する検討

研究内容

（ ）場所情報 記録媒体 仕様 関す 検討
（２）場所情報コードの利活用に関する技術開発および実証実験
（３）場所情報コードに関連付けされた位置情報等の管理に関する研究

２１



自治医科大学での実証実験（１）

実証実験事例①（共同研究WG２）

自治医科大学での実証実験（１）
・GPS/IMESとスマートフォンの活用に絞り込んだ実験
・自治医科大学内建屋の屋内地図作成

GPS衛星

自治医科大学内建屋の屋内地図作成
・場所情報コードを反映させた位置情報の送信、受信

GPS衛星

準天頂衛星

屋外 携帯電話網など

実証実験サーバ

屋外

スマ トフォン

屋内 （各社で準備）
※自治医科大学の学内ネットワーク
には接続しない

IMESIMES
スマートフォン

スマートフォン

第4回場所情報コードの利用技術に関する共同研究推進委員会WG2報告資料から引用 ２２



被災地での実践的な場所情報コードの活用（３）

実証実験事例②（共同研究WG２）

被災地での実践的な場所情報コードの活用（３）

場所情報コードのアプリケーションの探索

RFID利用型「定点撮影補助アプリ」画面
（東京大学・岩井助教開発案）

杭を基準点として、定期的に撮
影記録し、防災教育などへ活用

復興情報杭

影記録し、防災教育など 活用

第4回場所情報コードの利用技術に関する
共同研究推進委員会WG2報告資料から引用 ２３



実証実験事例③（共同研究WG３）

山村域における利活用実証実験山村域における利活用実証実験
（１）森林管理への応用 （２）登山案内への応用

道標に場所情報コード等を付与したＱＲを貼り付け現地に場所情報コードを付与した杭を設置し 道標に場所情報コード等を付与したＱＲを貼り付け、
現在位置とともに関連情報を表示

現地に場所情報コードを付与した杭を設置し、
森林境界や施業履歴の管理に試用。

２４



場所情報コード運用上の課題（推進委員会での議論）

①地殻変動時の扱い①地殻変動時の扱い

地殻変動等によって0.1秒を超える移動が生じた場合のコードの扱いに
ついて

ドは基本的に変更せず 基本情報の位置情報を更新する

②精度担保

ついて
コードは基本的に変更せず、基本情報の位置情報を更新する。

以下の両者のニーズを踏まえたコード体系、運用について

・ガイドラインに沿って位置を計測し、発番機関において確認することで、
担保された位置情報を使いたい（一定の精度を保証する）担保された位置情報を使いたい（ 定の精度を保証する）
・0.1秒レベルの精度でなくても良いので手軽に位置を計測して使いたい

基本情報の一つとして位置計測精度を管理し、必要な精度を満たすもの
のみを抽出できるようにする

③セキュリティ対策

のみを抽出できるようにする。

基本情報の公開・非公開ポリシー及び申請者と施設管理者との関係、
その他セキュリティ等対策について

申請者が情報の公開・非公開を選択（申請者≠施設管理者の場合を除く）。

第4回場所情報コードの利用技術に関する共同研究推進委員会事務局資料から編集 ２５

申請者が情報の公開 非公開を選択（申請者≠施設管理者の場合を除く）。
＋電子認証やユーザー評価フィードバック等のセキュリティ対策。


