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屋内測位の背景

測位環境の状況
○ 屋外測位

GPS等の衛星測位を利用したナビゲーションの精度が向上し一般化

○ 屋内測位

携帯端末（スマホ等）の普及、位置特定デバイスの多様化、測位手法の高度化に伴い施設案内、移動支
援等の個別の利用が増加

ここね!

屋内・地下街での測位環境向上の期待が高まる
○ 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会における案内

○ 【オープンデータ2.0】官民一体となったデータ流通の促進
（平成28年5月20日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）

・ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を強化分野

○ オープンデータによる歩行者移動支援サービスの普及促進に向けた提言

・ 障がい者、高齢者、外国人、避難誘導

○ 街づくりへの貢献

・ 観光案内、商店・飲食街案内等

屋内測位の現状
○ 各機関・各企業の実証実験では、特定エリアで複数の測位手法により精度向上が見込めるなどの成果

○ 位置特定デバイスは利用目的に応じて個別に設置され、位置の基準がばらばらである。

○ 各位置特定デバイスに応じたアプリでの利用になり、位置特定デバイスの情報共有ができていない。
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屋内測位のための測位情報共有に向けて

位置情報基盤の整備
○ 位置特定デバイスを用いて携帯端末の位置を求めるために必要な情報の提供

○ 位置特定デバイスを場所情報コードをキーとして位置情報、機器情報を位置情報基盤で一元
管理

○ 位置特定デバイスを統一基準で設置（緯度・経度・階層）し、オープンに扱う仕組みづくり

○ 各企業、国や自治体等が設置した位置特定デバイスを様々な情報サービス提供主体が利用
可能となる仕組みづくり

屋内・地下街での測位環境の整備
○位置特定デバイスの情報（位置情報、機器情報等）の収集・公開しオープンデータとして提供

○位置情報デバイス情報の検索・閲覧のサービス提供

○位置情報基盤を活用した広域にわたってシームレスで高精度な測位環境を整備

課題

○ 位置特定デバイスを、共通に利用するための標準化

○ 場所情報コードを利用した位置情報基盤の整備
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位置情報基盤ＷＧにおいて検討



各サービス

各サービス

現状

サービス提供者ごとに専用のタグを
設置

他のサービス提供者のタグは利用で
きないしくみが大半

パブリックタグの導入

各サービス提供者のタグの位置情
報等を標準仕様（案）に基づき整備

位置情報等をパブリックタグ情報共
有プラットフォームへ登録

タグの発信情報（タグを特定するた
めの場所情報コードなどのタグ固有
ID)を基にプラットフォームに登録さ
れた位置情報等を検索

⇒ 位置情報の共通利用が可能に

位置情報
サービス
利用者

サービスごと
にタグが存
在

位置情報
サービス
利用者

誰もが使える
パブリックタグ
へ

パブリックタグによる位置情報の共有化

位置情報基盤を構成するパブリックタグ情報共有のための標準仕様 策定

パブリックタグ情報共有プラットフォーム
国土地理院が管理
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パブリックタグ
位置特定に利用可能なWi-Fiやビーコンなどで、標準仕様（案）に基づき標準

化された位置情報や属性情報がパブリックタグ情報共有プラットフォームに登録

され、オープンデータとして公開されており、検索、利用可能な状態にあるもの。

位置情報基盤を構成するパブリックタグ
情報共有のための標準仕様（案） （以下、標準仕様（案）

タグの位置情報等をパブリックタグとして共有するため、データベース（パブリック
タグ情報共有プラットフォーム）への登録手順や登録された位置情報等の利用方
法等について定めた標準仕様。

パブリックタグ情報共有プラットフォーム
パブリックタグの位置情報等を登録し、政府標準利用規約2.0に基づきオープ

ンデータとして公開しているデータベースのこと。国土地理院が、場所情報コード

閲覧システムをそのプロトタイプとして運用している。登録情報の提供方法は、

API及び CSV形式ファイルのダウンロードの２種類に対応。
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標準仕様（案）の策定に向けた検討及び対応状況

【平成27年度の取り組み状況】
第3回WG（12/18）第1回WG（8/6） 第4回WG（3/3）第2回WG（9/18）

標準仕様（案）として
定める事項を整理

標準仕様（案）
Ver0.1を策定

標準仕様（案）
Ver0.2を策定

標準仕様（案）
Ver0.3を策定

 APIの改良

 情報登録・管理・提供
サイトの作成

 登録情報公開時に国土
地理院による情報の付
加

 国土地理院コンテンツ利
用規約改正への対応

 パブリックタグ固有IDの
唯一性に関する検討

 情報共有サーバー負荷
試験の実施

 アンケート結果の集約
（東京駅周辺屋内外
シームレス測位サービス
実証実験ハッカソン参加
者、位置情報サーバ管
理者）

 位置情報基盤に登録す
る情報

• 場所情報コードの発行
に必要な登録情報

• システムに登録する情
報の作成の仕方（登録
様式等）

 オープンデータとして公
開する情報

• 公開、非公開となる情
報

• データフォーマット及び
データライセンス

 パブリックタグを定義

• 位置特定に利用が可
• 本仕様（案）に基づき

標準化
• 誰でも検索・利用が可

 パブリックタグの要件
• タグを一意に特定でき

るIDによる登録が可

 パブリックタグ情報共有
プラットフォーム（仮称）
による情報の登録・管
理・提供

 登録情報の利用方法
• 国土地理院コンテンツ

利用規約に基づく。
• API
• テキストファイルのダ

ウンロード
• 二次利用が可

 アクセス情報
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１．「位置情報基盤を構成するパブリックタグ情報共有のための

標準仕様（案）」のバージョンアップ及びVer.1.0の策定

２．パブリックタグ登録促進のための取組

✓ パブリックタグ登録申請APIの開発
✓ 実証実験への対応と実利用促進の取り組み

３．屋内測位のための位置情報基盤の整備に関する調査・検討

４．位置情報基盤整備のためのガイドライン改正

✓ 「位置情報基盤を構成するパブリックタグ情報共有のための標準仕様
（案）」へ対応

平成28年度の取り組み予定



標準仕様（案）策定のための検討

【第５回WG（７/21）】標準仕様（案）Ver.0.5を策定

８

パブリックタグの設置位置等の品質情報の検討
 パブリックタグ同士の相対精度（案）

 登録された精度区分の信頼度（案）

 パブリックタグの可用性に関する情報（案）

 登録様式Bに「位置精度の信頼度」「運用区分」を追加

【平成28年度の取り組み】

WGにおいて頂いたご意見

アンケート結果の集約



屋内測位のための位置情報基盤の整備に関する
調査・検討
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 パブリックタグの設置位置等の品質情報に関する検討

 パブリックタグの設置位置の測定方法
 パブリックタグの設置位置を図上測定した場合の誤差要因の調査
 設置位置精度の表記方法

・緯度・経度などの測量成果に基づく絶対精度
・隣接する複数のパブリックタグ間の相対精度
・緯度・経度によらない位置表現による位置情報の精度

 位置精度の信頼度の区分や確認方法
 運用の信頼度の区分や確認方法

検討結果は、標準仕様Ver.1.0に反映

「標準仕様案（Ver.0.5）」を基に、パブリックタグの品質情報に関する以下の各項目について、パブリックタグの
設置者及び位置情報サービス提供者・利用者の両方の視点を考慮しつつ調査・検討し取りまとめる。

【平成28年度の取り組み】
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標準仕様 Ver.1.0の確定

 パブリックタグの設置位置情報等の品質情報の策定
 標準仕様（案）を適用した実証実験等から技術的な課題に対する意見等をいただき、

内容を精査の上で反映させる。

 高精度測位社会プロジェクト実証実験（国土情報課）におけるアンケート結果等

標準仕様 Ver.1.0 へ反映させる事項

 パブリックタグの設置・登録に対するインセンティブの付与

 地物の固有名詞や図面等の局所的座標、画像など、位置を特定可能な様々な表現
による登録方法の考察

 国際標準化に関する状況整理

 パブリックタグ情報共有プラットフォームの維持・管理の検討

検討すべき課題



4月 5月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3次元総プロ委員会

位置情報基盤WG

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

全
体
会
議

※

実
証
実
験

個
別
打
合
せ

目

的

・
成

果

標準
仕様
Ver.0.5
策定

第１回
委員会
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H28年度 位置情報基盤ＷＧ スケジュール

※高精度測位社会プロジェクト屋内外シームレス測位サービス実証実験（国土政策局 国土情報課）に連携して取り組む

※実証実験参加者
アンケート等

標準
仕様
Ver.0.9
策定

標準
仕様
Ver.1.0
策定

「パブリックタグ登録申請APIの開発

関係事業者等との打合せを随時実施

※国土情報課等との打合せを随時実施

第2回
委員会

第５回
WG

第６回
WG

第7回
WG



平成27年度 平成28年度 平成29年度

「位置情報基盤ＷＧ」全体計画

屋内外の各測位手法の
統一化についての検討

場所情報コードを活用し
た3次元位置情報の標
準化の検討

○「位置情報基盤を構成す
るパブリックタグ情報共有の
ための標準仕様」Ver.1.0策
定

○パブリックタグ登録促進

○データ処理方法の標準化

○位置情報インフラとしての
パブリックタグの利活用に関
する検討

屋内外シームレス測位の技
術基準・ガイドラインの作成

位置情報基盤整備の検討

運用・検証
制度設計

フィールド実証
標準仕様 ver.1.0

技術的検証
フィールド実証

標準仕様 ver.0.3
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位置情報基盤ＷＧの位置づけ

ＩＣＴを活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会

３次元地理空間情報を活用した安全・安心・快適な社会実現のための技術開発委員会

委員長：佐田達典（日本大学教授）

検討内容： マルチパス軽減（GNSS） ３次元建物情報

３次元地図仕様・作成方法 屋内測位・屋外測位・屋内外シームレス化

位置情報基盤ＷＧ（平成27年8月）
主 査：越塚 登（東京大学教授）

委 員：春山 真一郎（慶應大学教授）、石川 徹（東京大学准教授）

構成員：【関係事業者】東日本旅客鉄道株式会社、ｼﾞｪｨｱｰﾙ東日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会社、東京地下鉄

株式会社

【 行 政 】東京都、国土交通省

国土交通省総合技術開発プロジェクト
３次元地理空間情報を活用した安全・安心・快適な社会実現のための技術開発

高精度測位社会プロジェクト検討会
・屋内外シームレス測位サービス実証実験グループ



パブリックタグ登録促進のための取り組み
・ パブリックタグ登録申請APIの開発

・ 実利用促進のプロモーション

位置情報基盤WG

平成28年度の取り組み
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標準仕様（案）Ver.0.5

高精度測位社会プロジェクト検討会
・屋内外シームレス測位サービス実証実験グループ

ＩＣＴを活用した歩行者移動支援の普及促進検
討委員会

標準仕様（案）バージョンアップ検討内容

・実証実験等での技術的な課題に対する意見等から内容を反映

・パブリックタグ位置情報等の品質情報に関する調査・検討

・パブリックタグの設置・登録に対するインセンティブの付与の検討 等

標準仕様Ver.1.0の策定



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismGeospatial Information Authority of Japan

パブリックタグの品質情報に関する検討
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第5回位置情報基盤WG
資料2-2より



Ver.0.3におけるタグ情報の品質に関する情報

■パブリックタグ設置位置の絶対位置※の精度区分を規定している

水平 設置位置の精度

高精度 ～30cm

中精度 ～3m

低精度 ～30m

不明 上記より低精度、あるいは不明

※測量法に則した地理座標による位置

標高 設置位置の精度

高精度 ～0.5m

中精度 ～5m

不明 上記より低精度、あるいは不明

■精度区分の登録は自己申告であり、登録時に確認、検証は行わ
ない

① 施設内等のタグ同士の相対的な位置関係に関する設置位置
の精度区分がない

② 登録された精度区分が本当に正しいかどうかわからない
③ パブリックタグの可用性に関する情報がない

課題
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 水平・標高の設置位置の精度区分に相対的精度の区
分を設ける

 相対的精度が明確なタグ間には、それらを抽出するた
めの特定の文字（案：rel-ac）から始まる文字列を属性
に登録する

品質に関する情報（その１） 相対精度

課題① 施設内等でのタグ同士の相対的な位置
関係に関する設置位置の精度区分がない

区分案

水平位置測定精度（必須項目） 標高位置測定精度（任意項目） 属性・キーワード

10：絶対精度 ～30cm
20：絶対精度 ～3m
30：絶対精度 ～30m
90：絶対精度 不明（もしくは低以下）
各区分＋1： 相対精度 ～3cm
各区分＋2： 相対精度 ～30cm
各区分＋3： 相対精度 ～3m
各区分＋4： 相対精度 ～30m

10：絶対精度 ～0.5m
30：絶対精度 ～5m
90：絶対精度 不明（もしくは低以下）

各区分＋1： 相対精度 ～5cm
各区分＋2： 相対精度 ～50cm
各区分＋4： 相対精度 ～5m

（相対精度が同じタグ
共通に）
# “rel-ac”から始まる
半角16文字の任意の

文字列を登録。ただし、
周囲約1km四方にあ

るパブリックタグで、既
に登録された文字列
は使用できない。

ただし、絶対精度より低い相対精度区分は存在しない
例 13：（絶対精度：30cm, 相対位置：3m） ×

ある空間内で、タグ同士の相対的
な位置が正確でも、その空間の緯
度・経度が明確でなければ、設置
位置の精度区分は、不明になる
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課題② 登録された精度区分が本当に正しいかどうかわからない

品質に関する情報（その２） 精度の信頼度

 登録申請様式Bに「位置精度の信頼度」を新設

 登録された位置精度が、自己申告によるものか、または
客観性のあるものかを表す指標

区分案

水平・標高位置測定精度の信頼度

10：自己申告による登録
20：施設管理者が定める規程に基づき設置したもので検証可能

なもの
30：公共測量の届出番号を伴う登録
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課題③ パブリックタグの可用性に関する情報がない

品質に関する情報（その３） 可用性

区分案

タグの運用区分（→可用性の指標）

10：管理方針等を特に定めていないタグ
20：タグ設置者が自主的に点検などの基準を定め運用しているタグ
30：タグ設置者が厳格に管理することを定められているタグ

各区分+5：過去１ヶ月間にAPI経由で情報が取得されたタグ ※

 登録申請様式Bに「タグの運用区分」を新設
 タグ設置者のタグの運用ポリシーで分類
 公開時は、利用者の視点で「可用性の指標」として公開

※指標として採用する場合は、システムの改良が必要
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismGeospatial Information Authority of Japan

パブリックタグ登録申請APIの開発

21

第5回位置情報基盤WG
資料3-2より 部分修正
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パブリックタグ登録申請API

API※緯度・経度・
その他の情報(階層など)

①タグの登録・修正

②検索結果の表示

コンピュータの為の
プログラム集

APIと地理院地図、認証機能、ジオコーディング機能等を組み合わせることで、
パブリックタグを容易に登録・修正のできるサイトやアプリの作成が可能

・・・

※情報流通連携基盤システム外部仕様書に準拠

現在入札手続中、今年度内に作成予定
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API組み込みスマートデバイス用簡易サイト
※現在仕様検討中、今年度内に作成予定

アクセストークンによる認証

決定

登録

修正
決定

地図上から登録

住所から登録

様式csvで登録 決定

決定 戻る

図上クリック
で指定

住所を入れてください

戻る決定

住所で
指定

ファイルを指定してください

戻る決定

様式csv
で指定

場所情報コード

パブリックタグ
決定

B,L直接入力

B,Lで
指定緯度・経度を指定してください

戻る決定

B: L:

登録

その他の情報
階層:
精度:

登録

戻る・・・・・

登録完了しました。

Logout 続けて登録

端末から取得した位
置情報を登録

端末から
取得した
位置情報を登録

以上の緯度・経度を登録しま
す。

戻る決定

139°22’08”
B:
L:

35°50’15”

API応用のイメージ
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API応用のイメージ

アクセストークンによる認証

決定

登録

修正
決定

決定 戻る

図上で検索

住所を入れてください

戻る決定

住所で
検索

ファイルを指定してください

戻る決定

場所情報コード

パブリックタグ
決定

B,Lで
検索

緯度・経度を指定してくだ
さい

戻る決定

B: L:

修正

その他の情報

階層:

精度:
修正

戻る・・・・・

修正完了しました。

Logout 続けて修正

検索結果:xx件

00001B…
00001B…

決定

地図上から修正

住所から修正

様式csvで修正 決定

B,L直接入力

様式csv
で指定

端末から取得した位置
情報を用いて修正

端末から取得した
位置情報で検索

API組み込みスマートデバイス用簡易サイト
※現在仕様検討中、今年度内に作成予定
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