IMES の技術動向

──シームレス三次元測位・航法の新技術──
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New Techniques of Seamless Three-Dimensional Positioning and Navigation
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携帯電話やスマートフォンなどに位置特定手段として GPS 機能が標準搭載されている．近年，我が国において，GPS
と組み合わせてシームレスに屋外・屋内測位を行える IMES（Indoor Messaging System）技術が提案され，世界的に注
目されている．IMES は GPS 電波の届かない，高層ビル街の谷間や屋内（地下街・高層ビルを含む）における歩行者な
どの移動体を主たる対象とした位置決定システムであり，IMES 送信機の電波信号を GPS 単独デバイスで受信すること
によって安定かつ一定精度で三次元位置情報を提供する．
キーワード：IMES，全世界測位システム（GPS），準天頂衛星システム（QZSS）
，屋内測位，位置情報サービス（LBS）
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*．屋内電波測位技術の動向

世界的な携帯電話の普及，及び緊急通報E911 (用語)¤

従来から通信事業者は屋内測位のための様々な技術検

や安心・安全¤に関するニーズと相まって，携帯電話

討を行い，今日では A-GPS（Assisted GPS，アシスト

やスマートフォンなどに利用者の位置特定手段として

GPS）が普及し，更に A-GPS とセル ID 方式及び WiFi

GPS 機能が標準搭載されてきた．同時に GPS の不得手

などとの併用方式が採用されている．

な屋内測位の技術開発が活発になり，衛星測位とは本質

A-GPS は微弱信号を捕捉するためのマルチコリレー

的に異なる WiFi，Bluetooth，RFID タグをはじめ，通

タ技術 (用語)をベースに，衛星位置や時刻の情報（アシス

信ネットワークの基地局セルを測位・航法へ応用する開

トデータという）を外部から取り込むことによって，屋

発研究が盛んに行われている．

内測位とともにその高速化を可能にしている．外部サー

一方，近年我が国において IMES（Indoor Messaging

バから携帯電話へアシストデータを取り込むためのネッ

System）と呼ばれるシームレスな屋内測位技術が提案

トワークが必要となるので，利用者は携帯電話など通信

され，世界的に注目されている．IMES は GPS 電波の

機能を備えている端末に限定される．また A-GPS で

届かない高深度な屋内でも IMES 送信機の電波信号を

は，平面内位置精度の不安定さ以上に高さ方向誤差が大

GPS 単独デバイスで受信することによって，安定かつ

きいため，2D 位置情報のみの利用に限定される．更に

一定の精度で三次元（3D）位置情報を取得できる画期

また，微弱信号を捕捉することは，方々で反射した信号

的な新技術である．

を受けて測距することを意味し，測位精度劣化も顕著で

本稿では IMES の概要，特徴，実証実験，及び将来

ある．
WiFi は，近年スマートフォンなどで利用されている

動向などについて最新情報に基づき紹介する．

測位方式で，高層ビル街など屋外の受信環境が良くない
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場所での GPS 代用として概略位置を知るため，若しく
は GPS 測位の不可能な屋内環境下での位置特定に，携
帯電話基地局の ID 情報を使うセル ID 方式などととも
に，広く利用されている (1)．この方式では，通信事業者
が設置した WiFi アクセスポイントの位置を衛星位置情
報とともにデータベース化し，端末が得た WiFi アクセ
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表%

代表的な屋内測位システムの特徴

屋内測位
システム

WiFi

セル ID 方式

A-GPS

GPS

IMES

プラット
ホーム

地上ベース

地上ベース

宇宙ベース

宇宙ベース

地上ベース

カバレージ

やや狭い

狭い

やや広い

広域的

局所的（10〜20 m）

測位方式

受信電波強度（RSSI）
， タイムアドバンス
到 達 時 刻（ToA），到 （TA），到達時間差
達 方 位（AoA）な ど （TDoA, EoTD),
RSSI による三角測量
による三角測量

擬似距離測定による
擬似距離測定による
三角測量，概略の時刻， 三角測量
放送暦及び利用者位置情
報などをアシストデータ
として支援

送信機位置情報の放送

測位解

2D

2D

2D/3D *1

2D/3D *1

2D/3D
フロア階数

30〜200 m，基 地 局
（無
線 LAN アクセスポイ
ント AP）の配置密度
による

50 m〜3 km,
基地局（BTS）の配置
密度（セルサイズ）に
よる

10〜500 m

30〜500 m

3〜10 m

＜10 s

＜10 s

30〜60 s ＊2

＞30 s ＊2

＜10 s

やや限定的（屋内基地
局のカバレージ内）

やや限定的（屋外基地
局に依存）

限定的（衛星に対する見
通し必要，浅い屋内に限
る，地下は不可）

限定的（同左）

無制限（送信機の配置前
提，測位目的だけなら通
信回線不要，地上建物・
地下によらない）

高感度受信機
無線ネットワーク
セ ル ID（WiFi）デ ー タ
ベース

高感度受信機

IMES 対応受信機
IMES 送信機

測位精度
（2D）

TTFF
利用可能性
（屋内深度）

WiFi AP デ ー タ ベ ー セル ID データベース
屋外基地局
ス
位置測定サーバ
位置測定サーバ
屋内基地局

要件

＊1 屋内では高度方向の精度は出ない．
＊2 コールドスタート時．ウォームスタート時は 30 s 以下．

スポイント情報（受信信号強度など）をデータベースと
照合することによって位置特定を行う．そのために，多
■ 用

語

解

数のアクセスポイント情報を収集し，データベース化

説

EI%%（Enhanced I%%） 米国の携帯電話ユーザによる緊
急通報（911 番，日本の 110 番と 119 番に相当）に警察など
が素早く対応する目的で，FCC が携帯電話事業者に求めて
いる，ユーザの所在場所を自動的に特定できる機能．携帯電
話の無線基地局や GPS を利用する．
マルチコリレータ技術
多数のコリレータ（相関器）を
使った信号捕捉技術．通常，コリレータ一つで周波数・コー
ドをサーチするが，周波数・コードを少しずつずらしたコリ
レータを多数（例えば数万個）使用することで微弱電波信号
の相関波形から，真のピークを検出する．これによって，特
に屋内や高層ビル街などにおける測位用として，超高感度
GPS 受信機（及び機能付き携帯）を可能としている．
準天頂衛星システム（QZSS : Quasi-Zenith Satellite System）
我が国が開発中の GPS 補完補強システム．
PRN コ ー ド 番 号
各 衛 星 に は，擬 似 ラ ン ダ ム 雑 音
（Pseudo-Random Noise）系列または PRN コードと呼ばれ
る，0 と 1 が不規則に並んだ符号列が割り当てられている
が，その各符号列にふられた一連の番号のこと．受信機は符
号列によって衛星を識別し，かつ信号の伝搬時間を測定す
る．
世界測地系（WGScd）
GPS で採用されている地心地球
固定（Earth-centered, Earth-fixed）の基準直交座標系．衛
星位置及び測位解が準拠する座標系．
連邦通信委員会（FCC）
米国内の放送通信事業の規制
監 督 を 行 う 連 邦 政 府 機 関．Federal Communications Commission，略称 FCC．

■
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し，データベースの情報を常に維持更新する膨大な作業
が必要である．これらのアクセスポイントは，本来利用
者が通信用に使用するものであり，アクセスポイントの
位置変更や運用停止，あるいは新設された場合の対応に
加え，最近普及しつつあるモバイルルータへの対応も必
要となる．またそれぞれのカバレージはアクセスポイン
トの密度や設置エリアによって異なるため，測位精度が
一貫せず，誤差のレンジはかなり広い（WiFi で数十
m〜数百 m）．
代表的な屋内電波測位システムの特徴を表 1 に示す．
比較のため，次章以下で述べる IMES を含める．

6．IMES 方式とは
6.%

IMES システムコンセプト

IMES の測位原理は見かけ上極めて単純である．すな
わち屋内の IMES 送信機（以下では，送信機と略記す
る）からそれ自身の位置座標やフロア階数などの情報を
送信し，受信機側で受信された 3D 位置情報を受信点位
置とみなす．最寄りの携帯基地局を特定しその位置と同
一視するセル ID 方式の一つと考え方は同じといえる．
位置に関する情報を観測し（例えば測距）
，それを加工
電子情報通信学会誌 Vol. 95, No. 2, 2012

図 % IMES によるシームレスな 6D 測位・航法のコンセプト
シームレス（seamless）測位とは，屋外から屋内，または屋内から屋
外へ移動するとき，その境界を意識することなく，連続的に測位できることである．屋外では GPS の独壇場であるが，屋内では高層ビ
ルなど大規模建造物内，あるいは地下街など，場所やその深度を問わず測位情報が得られるのは，現状では IMES 以外にない．

処理することによって位置を推測する通常の測位と異な

表*

IMES 電波信号

り，知りたい位置情報が直接降ってくる（放送されてく

中心周波数

1,575.42 MHz±8.2 kHz

る）というイメージであるが，広義には測位（ポジ

PRN 番号

173〜182

ショニング）¤と呼べるであろう．明らかに GPS 電波の
届かない，あるいは微弱になる高深度な屋内や地下にお
いても位置情報を直接的に与えることができる．また受
信機が送信機に近いほど測位された¤位置精度は高
く，逆に離れるほど劣化する．したがって，送信機を高
密度に配置するほど精度は向上する．
IMES は GPS（または A-GPS）機能搭載を前提とす

PRN コードチップレート

1.023 MHz

PRN コード長

1 ms

データレート

50 bit/s

変調方式

BPSK

偏波

右旋円偏波（RHCP）

送信電力

−64 dBm（−94 dBw）以下

注：GPS L1 C/A の中心周波数は 1,575.42 MHz，衛星には PRN
番号 1〜32 が割り当てられている．

るから，GPS 電波信号との互換性を担保したシステム
設計とすることによって，屋外から屋内へ，またはその
逆方向の移動に対してシームレスな測位を実現できる

対して 173 から 182 までの PRN コード番号 (用語) が米国

（図 1）(2), (3)．なお，IMES は我が国の準天頂衛星システ

政府により公式に割り当てられている．この符号列に基

ム (用語)（QZSS）の屋内測位補完機能として正式に採用

づいて，IMES 送信機間，及び IMES 送信機と GPS 衛

(4)

されている ．
表 1 に示したように他の屋内測位技術と比較して，

星との識別を行う．その他の信号仕様については GPS
L1 C/A コードと同じである（表 2）．このことによっ

IMES は測位精度が高くかつ安定し，誤差のレンジが一

て，既存受信機でも PRN コードと航法メッセージのデ

定で小さく，測位・航法だけならば通信ネットワークは

コード部分についてファームウェアを追加更新するだけ

不要で，しかも 3D 測位という際立った特徴を有する．

で IMES 信号を受信できる．
IMES メッセージ構成は QZSS 及び GPS L1 C/A に類

6.*

IMES の電波信号特性

IMES 信号は GPS 信号と基本的に同じ構造である．
周波数は GPS の中心周波数である 1,575.42 MHz から

似であり，その詳細が IS-QZSS 仕様書 (4) に記述されて
いる．現在，4 種類の航法メッセージが定義されてお
り，それぞれタイプ 0，1，3，4 と名付けられている．

±8.2 kHz のオフセットを与えている．これによって

メッセージは 1 ワード 30 bit から構成され，1 フレーム

GPS L1 信号への影響は最小になる．IMES 専用に 10 個

内のワード数はメッセージタイプによる．送信速度は

の擬似ランダム雑音（PRN）符号列，及び各符号列に

GPS 航法メッセージと同じ 50 bit/s で，1 ワードを読む
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のに要する時間は 0.6 秒である．

6.6

電波干渉問題

タイプ 0 は IMES の 2D 位置情報を緯度，経度，フロ

IMES は GPS L1 と周波数帯を共用するので，GPS 信

ア階数の 3 ワードで放送する最も短いメッセージであ

号に対して有害な電波干渉の可能性がある．標準的な

る．タイプ 1 は 4 ワードから成る 3D 位置情報で，その

GPS 受 信 機 に 必 要 な 入 力 信 号 強 度 は 通 常，−125〜

分解能はタイプ 0 の 2 倍精密である（図 2）
．

−135 dBm であるが，A-GPS 対応など一部の高感度受

タイプ 3 及び 4 はそれぞれ 1 ワード及び 2 ワードから

信機には−145 dBm 以下の弱い信号強度でも動作可能

成り，IMES の ID 情報と，1 bit から成る BD 情報を放

なものがある．また送信機の電力レベルが大きいほどカ

送する（図 3）．利用者はこの ID に基づきベースサーバ

バレージも広がるが，信号の最大出力レベルは各国の電

にアクセスすることによって，緯度，経度，高度，及び

波 法 に よ っ て 異 な る．日 本 で は EIRP レ ベ ル で −64

フロア情報を知り，更にフロア地図，誘導避難地図，店

dBm（距離 3 m で 35 μV/m）が電波法の規制対象外の

舗広告等のような付加価値情報を検索できる．

微弱電波の範囲の最大値となる．

BD は境界（boundary）を意味し，この 1 bit によっ

GPS 及び IMES の両信号を同時受信できる環境下に

てその送信機が屋内と屋外の境界にあることを示す．利

おいて，IMES 電波が受信機の測位機能へ及ぼす影響を

用者が屋内から屋外へ移動するとき，受信機はこの BD

調べた受信実験によって，送信電力−75 dBm 前後で

ビットを参照して PRN コードの探索を開始する．測位

10〜15 m の範囲をカバーでき，かつ既存システムへの

に必要な 3 または 4 衛星からの電波を捕捉できる可能性

影響は軽微であることが確認できている (2)．

は低いが，たとえ 1 衛星であっても携帯にとっては時刻
同期や放送暦ほかの航法パラメータの取得や更新に極め

d．IMES 開発状況

て重要な情報が得られる．逆に屋外から屋内へ移動する
携帯は，BD 情報を受信することで IMES 送信機のカバ

d.%

レ ー ジ 範 囲 に 入 っ た こ と を 知 り，測 位 を GPS か ら

インフラとして社会に設置する場合，IMES 送信機の

IMES に切り換える．

IMES 送信機

小形化と低価格化は不可欠である．様々なデモや社会実

図 * メッセージタイプ %
IMES 航法メッセージのうち，タイプ W は XD 位置情報とフロア階数を Y ワードで放
送する最重要なメッセージで，緯度・経度情報の分解能は W.Z m，フロア階数の分解能は [.\ 階単位，反復周期は
Z.Y 秒である．

図 6 メッセージタイプ 6 ショート ID¤は WZ bit 構成で最大 Y,[^\ 個の異なる ID を発行でき，一つ
の施設内や地下街のみで共用されるユニークなローカル ID である（タイプ Y が放送する XX bit のミ
ディアム ID¤は全国的規模で使用できるグローバル ID）．利用者は受信した ID をサーバに送信すること
で，位置情報とともに，当該店舗のセールス情報などを取得できる．
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図 d IMES 設置管理システム
IMES 送信機の設置管理を支援するため，三次元 CAD と電波放射シミュ
レーションを組み合わせた座標決定システム，及びデータ管理システムを開発している．本図はその流れを示
す．

験等で使われた第 4 世代 IMES 送信機は 10 cm 角と大

表6

IMES 送信機（第  世代）の LSI チップ諸元

きく，コストも高すぎることが難点であった．現在は第

サイズ

12×12 mm

5 世代 IMES として約 10 mm 角の LSI の試作に成功し

パワー

3〜5 V（暫定値）

最大送信電力

−30〜−60 dBm

周波数

L1 バンド：1,575.4282 MHz または
1,575.4118 MHz

PRN 番号

173〜182

信号形式

GPS L1 C/A

ている（表 3）
．これにより，既存の照明機器や火災探
知機器をはじめ多くの設備機器に組み込むことも容易に
なる．
送信アンテナは無指向性であるが，アプリケーション
やニーズに応じて，指向性を持たせるとか，隣接する送
信機アンテナの送信電力を制御するとかも可能である．
また屋内の電波伝搬路の遮断などにより発生する死角領

ステムなどの支援ツールが開発されている（図 4）(3)．

域を少なくするために，送信機を同場所に少しずらして
d.6

複数配置してもよい．

社会実証実験

IMES の初期には概念実証や電波干渉解析のため，近
d.*

IMES 設置管理システム

年では社会インフラ，社会ネットワークとしての実装評

安全・安心管理者やビジネス事業者は，IMES の使用

価を目的に，国主導による種々の社会実証実験が行われ

目的に沿って，IMES 送信機を屋内に展開する．その

てきた (3)．その中で，2009 年 3 月神戸で実施された自

際，マルチパスやシャドウイングなど屋内レイアウトに

律移動支援プロジェクトは，国土交通省による過去最大

対応した電波環境を考慮し，送信機の最適な配置と送信

の IMES 社会実験であった．これは三宮駅地下街にあ

電力を決める．送信機の配置密度が大きいほど測位は高

るショッピングモールで実施され，一般参加者が IMES

精度になるが，普通は半径 10〜20 m の球面を受信限界

対応携帯電話による屋内ナビを体験した．携帯電話とし

とし て よ い．設 置 点が決まるとそ の点 の 世 界 測 地系

ては，商用携帯電話に搭載された GPS チップのファー

(用語)

（WGS84）

に準拠した 3D 位置座標を算出する．最後

ムウェアを改修し IMES 信号を受信できるようにした．

にその情報を IMES データベースに登録し，維持管理

送信機（第 4 世代）のカバレージを半径 10〜20 m の領

を一元的に実施する．このような一連の設置作業を容易

域とし，地下街通路，エレベータの出入り口付近，切符

かつ省労力で行えるよう，3D 屋内地図作成システム，

売り場，緊急避難口など 70 か所に設置された．本実験

三次元 CAD と電波信号放射アルゴリズムを組み合わせ

で使用した経路誘導パターンを図 5 に示す．車いす等の

た最適配置・座標決定システム，及びそのデータ管理シ

利用者に対しては階段を使わないで移動できる経路で，
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超高感度受信機も，WiFi などの無線測位システムも共
に，測位情報の品質，地下街など高深度な屋内環境にお
ける利用性という観点から，現状でも開発課題が多い．
一方，本稿で紹介した IMES は屋内の場所やその深浅
を問わず一定の精度で高信頼な測位情報を提供する．そ
こで GPS 電波の届く屋内外では GPS/A-GPS（場合に
よっては WiFi を含め）と複合化することにより，緊急
通報は無論，3D 経路誘導をはじめ多彩な LBS を可能に
するシームレス測位環境が実現できる．これによって，
図  インテリジェント 6D 経路誘導
社会実験では一般の参
加者が IMES 対応携帯電話を用いて，屋内ナビゲーションととも
に，緊急時の避難誘導を実体験した．携帯はショッピングモール
及び駅構内の地図とともに，位置情報サービス（LBS）などアプ
リケーションのためのデータベースを搭載している．本図はそこ
で使用した XD 経路誘導図を示す．

全く新たなビジネスモデルやアプリケーションによる新
産業が出現するのは明らかで，我が国発の IMES 技術
が広く世界で普及し，新しい大きな市場創造の原動力に
なることが期待される．
なお，本稿の内容は筆者らの見解であって，宇宙航空
研究開発機構の公式見解を表すものではない．

一般利用者に対しては最短経路でそれぞれ誘導する．こ
れらの実験により，緊急時の 3D 経路誘導に極めて有効
という結果が示された．
d.d

利用応用分野の展望

携帯端末において得られた位置情報に付加価値を付け
て提供されるサービスを位置情報サービス LBS（Location-Based Services）という．LBS は 1990 年代後半か
ら GPS の普及とともに注目されはじめ，2001 年米連邦
通信委員会（FCC）(用語) による緊急通報規制（E911）の
施行後，飛躍的に広まった．我が国でも SECOM の位
置情報セキュリティサービス LBSS（2001）はよく知ら
れている．今日までに，安全・安心，（人，動物，物な
どの）トラッキング，航法，更には位置情報と連動した
マーケティング，広告，不動産管理，ゲーム，エンター
テインメントなど多種多様な LBS が検討され，一部は
既に実現している．これらの LBS が要求する位置精度
は大体 10〜100 m である．このレベルの測位精度は現
状では GPS を中心とする屋外測位技術だけが達成して
いる．一方，屋内測位技術は表 1 に示したように，現状
では，利用性，安定性，精度共に十分といえない．しか
るに IMES の出現によって屋内や地下街においてもそ
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