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IMES 技術の置かれた状況

（株）ウエザーニューズ共同設立 常務取締役就任。
（株）トリンブルナビゲーションジャパン設立 副社長就任。
DX アンテナ（株）GPS 事業部設立。事業部長就任。
「高精度測位社会基盤研究フォーラム」設立、副代表理事就任。
東京商船大学内に「最先端衛星測位技術研究開発センター」設立運営。
「測位衛星技術株式会社」設立。代表取締役社長に就任。
米国 GPS 航法学会「ION」衛星部門アジア地域技術顧問就任 2004 年まで。
社団法人地域医療情報研究開発機構 理事就任。

る技術である。世界の他の衛星測位システムには屋内測
位機能の規定はない。唯一日本の準天頂衛星測位システ

一昨年，「みちびき」と命名された測位衛星の第一号

ムのみが屋内測位機能として IMES 方式をとりいれた。

機（＝準天頂測位衛星システム）が打ち上げられ，米

IMES 方式は日本発のユニークな発想による発明であり，

国，ロシア，EU，中国に次いで日本もいよいよ世界の

米国政府の GPS 関連機関とも協議の結果，GPS とイン

測位衛星システム保有国の仲間入りをした。（注：こ

ターオペラビリティーを確保している「みちびき」の

れ ら の 総 称 と し て GNSS ＝ global Navigation Satellite

仕様として採用された。米国からは，地上で衛星信号を

System という）これらの中で，とりわけ注目されてい

出す為の 10 個の PRN コードを IMES に対して正式に付

る機能が「みちびき」の屋内測位機能として正式に採

与された。この事は GPS システムの仕様の一部として，

用された IMES（Indoor Messaging System，又は Indoor

公式に世界に認められたことを意味する。つまり IMES

Measuring System）である。これは一般に普及してい

のユニークな発想は，世界において公式に認められる程

る GPS・GNSS 受 信 機 に PRN と 呼 ば れ る IMES 専 用 の

の価値のある技術と言える。

コードをソフト的に追加するだけで屋内測位が可能にな
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［地上用として IMES に承認された PRN コード］
http://www.losangeles.af.mil/shared/media/document
/AFD-070530-036.pdf

灯とスマホ等を利用した避難誘導ガイドシステム
6. 工場内外をリアルタイムに結ぶ物流管理システム
7. 屋内で計測したデータの日時，時間，場所などの
自動管理システム

PRN
Initial G2 First 10
G2 Delay
PRN
Signal
S e t t i n g Chips
（Chips）
Allocations
Number
（Octal） （Octal）

Orbital
Slot

など様々である。

173

150

1362

415 aZSS-IME S3

Ground

174

395

1654

123 aZSS-IME S3

Ground

175

345

510

1267 aZSS-IME S3

Ground

176

846

242

1535 aZSS-IME S3

Ground

177

798

1142

635 aZSS-IME S3

Ground

178

992

1017

760 aZSS-IME S3

Ground

者に対するホームヘルパーの行動記録と可視化及び料金

179

357

1070

707 aZSS-IME S3

Ground

決定システム，全国の大学や大学病院，一般病院などに

180

995

501

1276 aZSS-IME S3

Ground

おける医師のリアルタイムな行動の可視化と急患，及び

181

877

455

1322 aZSS-IME S3

Ground

182

112

1566

211 aZSS-IME S3

Ground

救急との連携のマネジメントシステム，並びに患者の病

183

144

215

184

476

1003

1562 QZS1

Al

744 Reserved（QZSS） TBD

2.2

国，地方自治体によるサービスへの応用例

国や公共団体が関わったプロジェクトも進行中で，今
後全国的な普及が計画されているものとして，在宅介護

院内外での動きの可視化と 24 時間を通した状態管理，
それらの広域医療総合マネジメントシステムの構築にお
いて屋外・屋内でシームレスに状況を追尾する機能とし
て IMES が採用される事になった。このプロジェクトは

IMES コンソーシアムと応用システム
2
開発
2.1

民間によるサービスへの応用例

現 在，「 み ち び き 」 の 第 一 号 機 の 機 能 開 始 に伴い，

自治医科大学と全国の関連病院，大学及び自治体等より，
これまでに構築してきたシステムをさらに発展させ，広
域医療の効率化と医療サービスの偏在解消を実現し，同
時に各都道府県で問題になっているホームヘルパーシス
テム等に関する過剰請求の適正処理等を目指すものであ
る。現在，［社団法人地域医療情報研究開発機構］が設

IMES 機能を GPS/GNSS に搭載し，屋内外でシームレス

立され，弊社もこの社団法人に理事として推薦され，こ

に測位できる機能を利用したシステム開発のプロジェク

れらの計画を推進することになっている。

トが動き出した。それに呼応して，弊社等の提案により，

もう一つの例として，国交省の国土地理院の下で各建

主に民間の企業約 130 社余りが集まり，IMES 関連のア

築物に屋内の場所情報コードを付与する検討がされてい

イデア，情報共有，各種提言などを目的として 2011 年

る。これは IMES の送信機と連動させる可能性も同時に

6 月に財団法人日本宇宙フォーラム内に事務局を置いた

検討されているが，実現すれば，これらの基準点は建物

［IMES コンソーシアム］が設立された。それらのメンバー

の ID として利用できる可能性もある。

企業は，それぞれの発想で今までにないシステムやサー

なお，屋外測位に関して国土地理院が GNSS 電子基準

ビスを開発する動きを加速している。それらの例を挙げ

点を約 1200 箇所に常設し，連続観測により，東北大震

てみると次の様なものがある。

災後などにおける地殻変動による日本列島の動きがリア

1. ショッピングモールでの買い物ガイドシステム

ルに把握できる様になっている。

2. レジャーランドなどでの迷子さがし
3. 地下街，空港，鉄道，トンネルなどでのインフォー
メーションシステム

LBS 開発の必須条件

4. 防災分野などでの安心・安全に関するシステムや

この様に全てのシステムやサービス開発において，人

ビルの出入り及び行動に関するセキュリティーシ

や物の動きに呼応する正確な「時間情報」と安定し信頼

ステム

のおける「場所情報」は，サービスシステムを構築する

5. 火災や緊急時において屋内監視カメラや避難誘導
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屋外測位は GPS などの過去の利用実績が示す通り，

10cm 精度で計測できる精密測量機が開発されたのが

衛星測位システムに勝るものはない。屋内測位は GPS

世界初の GPS 精密測量機である。その後，T 社を含む，

を利用したアシスト GPS 方式や無線通信用の Wi-Fi を

複数の商品が数社のベンチャー企業によりミリメートル

利用した方式が現時点では最善と考えられてスマホを

精度の精密測量機として製品化された。現在では全世界

中心に広く使用されている。しかし，それらは上述の様

に普及し地震，火山，地滑り，測量，その他科学技術研

なサービスシステムを開発する上では，精度及び精度安

究の定番になっている。

定性が不十分である為，アシスト GPS 方式や Wi-Fi 測
位方式に依存したサービスシステムの開発がなかなか進
まなかった理由であると考えられる。また IMES 方式の

4.2

日本による発明

様にフロア階を明確に区別するとか，屋外から屋内には

上記は，何れも米国のベンチャー企業による開発で

いった事が明確に判断できる機能等はアシスト GPS 方

あったが，1987 年頃から芽を出した本格的 GPS カーナ

式や Wi-Fi 測位方式には無い。IMES はこれらの不十分

ビは日本発の応用発明と言って良い。当時民間 GPS 企

な点をスマートに克服した技術として世界の注目を集め

業の先端を走っていた T 社の GPS を，当時 T 社の日本

ているのである。従って IMES の普及が広範な分野の新

代表であった私がパイオニア社（以下，P 社）と技術移

サービスやシステム開発を加速させ，それらの中から世

管契約を締結し，P 社国内工場で国産化を行い，同時に

界規模のビジネスが生まれてくる事も現実となりつつあ

P 社と T 社の合弁会社も設立して，国内の 2 大自動車メー

る。

カーの最高級車に GPS カーナビ導入契約を果たしたの
が日本の GPS カーナビの本格的始まりである。その市

4
4.1

世 界における GPS/GNSS 関連の
発明の歴史
日本国外による発明

GNSS は本来，船舶，航空機等の全世界航法システム

場規模は年間 400 万台まで成長し，世界の GPS 応用市
場の 40％以上を 1990 年代終わりまで維持し続けた。
しかし，その後 GPS カーナビの世界は，にわかに台
頭したオランダの TOMTOM 社，米国の GARMIN 社等
により日本の数十倍の規模の市場を創造され，日本は残
念ながら世界の市場を明け渡す羽目に陥った。

建設が目的であった。現在どのシステムも民用・軍用あ

日本発の画期的発明である IMES は，世界人口に匹敵

るいは公用の区別はあるが，その主目的は変わらない。

する全世界の携帯電話市場に完全にフィットしており，

しかしそれらの主目的とは異なり，過去に色々な発明が

今後グローバルスタンダードとして全世界の携帯電話に

なされてきた。

採用される GNSS 受信機能に IMES 機能を入れ込む事が

その一つは「Time ＆ Frequency monitor」で衛星シ

最重要課題となる。これを実現して IMES 方式を利用し

ステムの高精度時刻を利用し，全世界で１つの基準時

たサービスを創造して日本の産業の活性化に繋げること

刻に対して同期がとれるという発明である。これは私が

が現在の日本にとっては大変重要であると考える。

1986 年に日本支社を設立し，その代表を務めていた米
国シリコンバレーの GPS ベンチャー企業であったトリ
ンブル社（以下，T 社）の製品として，初めて日本に紹

5

IMES は日本発の画期的発明

介した。この製品は T 社の技術者であったロン・ハヤッ

歴史的に電波測位の時代が長く続いたが，1980 年末

ト氏が開発し，現在では，それが画期的発明品として米

に始まった衛星による測位技術は全世界の海，陸，空で

国のスミソニアン博物館に永久展示されている。ちなみ

革命と新産業の発展をもたらした。その後，応用システ

に，彼は HP 社の原子時計の設計者でもあった。この発

ムを機能させる上での阻害要因が次第に明らかになり，

明は，時刻同期用 GPS 受信機として，現在では全世界

多くのシステム開発が頓挫した。その阻害要因は衛星信

の同期通信ネットに採用されている。

号が直接，受信できないビル影や屋内で測位できない為，

時期を同じくして，同じ T 社のジャバッド・アッシュ

システムが働かないという事であった。そこで 1990 年

ジ ェ 氏 に よ り VLBI の 技 術 を 応 用 し，1984 年 頃 に は

代半ばから，これらの問題を解決する技術の開発に目を
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向け始め，疑似衛星（スードライト）の開発，高感度受
信機の開発，アシスト GPS の開発，WiFi 電波による測

る GPS 信号発生器に到達した。
［IMES と擬似衛星（スードライト）の相違点］

位の開発，その他 MEMS，ジャイロ等をハイブリッド

項目

IMES

Pseudolite

に組み合わせた開発等，旧来からの技術を総動員して屋

類似距離の計測

不要

要

内測位技術開発に目が向けられる様になってきた。そし

送信機側の時刻同期

不要

要

て現在では概ね，WiFi による測位，アシスト GPS が主

屋内反射波の影響

無

影響大・不安定

設置の簡易度

大

極めて複雑

2 次元 測位

1個

3 個−組

3 次元 測位

1個

4 個−組

表示可能

表示不可能

流となって世界のスマートフォンに採用されている。し
かしこれらも，次第にその欠点が明らかになってきて
いる。つまり，精度及び精度安定性に欠ける事である。

静止状態における初期位置

キャリアが契約者の使用するスマートフォンの現在位置
をおおよそ把握する為の目的だけであれば，それほど不

この時点に到達した時にひらめいたのが GPS の周波

都合がないかもしれないが，人や物が動く屋内外での位

数，CDMA，変調方式，信号構造等 GPS と全く同じ方

置データを利用した LBS 開発にとっては不十分である

式を用いて GPS 測位計算の為に必要なアルマナック，

為，アシスト GPS や Wi-Fi 測位を利用した応用サービ

時刻，航法メッセージの代わりに，直接，位置の情報で

スの広がりが仲々拡大しない最大の理由であると考えら

ある緯度，経度，高度，建物のフロア階，更に，その場

れる。

所の情報などをデータとして一般の GPS 受信機に送信

これに対して IMES は下記に示す様な特徴を持ってお

すれば，ダイレクトに位置の答えを得られるはずである

り，アシスト GPS や Wi-Fi 測位の欠点を一機に解決す

と云う発想であった。結果的にその発想が正しく，一般

ることができる。

の GPS/GNSS の様にアルマナック，時刻，航法メッセー

1. 精度の劣化は起きない。

ジ等を使って位置計算するプロセスを経ない為，その分

2. 精度コントロールが最大 1m 位までできる。

の消費電力が不要というオマケまでついた。これは消費

3. 屋内において 3 次元のナビが可能である。

電力の増大に苦慮しているスマートフォンにとっては非

4. 疑似衛星と異なり 1 個の送信機で位置情報が取得

常にメリットがある。IMES の信号と GPS/GNSS 衛星の

できる。
5. 屋外の GNSS 衛星または IMES 送信機間で時刻同期
がなくても機能する。
6. 既存の GPS/GNSS 受信機にプログラムを追加する
ことでシームレス測位が可能になる。

信号の区別は PRN コードと呼ばれるコードパターンが
異なるので GPS 受信機で受信した場合，屋内か屋外か
が即座に判別できる事も特徴の一つである。更に IMES
の信号には屋外との境目に設置された IMES と完全に
屋内に設置された IMES の区別が IMES 送信機からの
受信過程で判別できる構造になっている為，GPS/GNSS

6 弊社における IMES 発明と開発の歴史

における判断が迅速かつ明確にできる特徴を持ってい

弊社は GPS/GNSS の応用システムを開発する際，致

る。IMES の最大のメリットは現在，世界に普及してい

命的な問題として浮上する「屋内測位技術」を克服す

る GPS/GNSS 受信機の構造を変える必要がなく，受信

る為の研究開発に目をつけた。世界の多くの企業は

機プログラムに IMES の PRN コードを書き込むだけで，

GPS/GNSS の受信技術に注力している中で，弊社は世界

たちまち GPS と IMES の信号を受信できる受信機に変

でほとんど研究が行われていない衛星信号を創り出す，

身する事である。つまりほとんどコストをかけないで，

送信技術の開発に集中した。1996 年からまずスードラ

全世界のスマートフォンに組み込まれた GPS の機能を

イトの実験や研究を開始し，その後試作に挑戦した。そ

シームレス測位受信機に変えられるのです。

して 2005 年までに 1 チャンネルのコード型，1 チャ
ンネルのコード＋搬送波のスードライト試作と進化さ
せ，4 チャンネル型に到達し 1 台で 4 つの PRN コード
を出し，その信号を受けた GPS 受信機が位置計算でき

14

受信機が屋内と屋外の両方の信号を受信している場合
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［GPS と IMES の比較］

7

項目

IMES に対する世界の反応

GPS

IMES

1575.42MHz

1575.42MHz ＋ / −
8.2kHz

のショーの一つ）がニューオーリンズで開催された折，

1-32

173-182

弊社も IMES の展示ブースを出した。その展示会に先立

1.023MHz

1.023MHz

ち，世界のクワルコム，ベライゾン，AT ＆ T，スカイフッ

PRN コード長

1ms

1ms

ク，ブロードコム，ノキア，シスコ，米国政府機関など

データレート

50bps

50bps

大手プレーヤーの VIP が参集してプライベートミーティ

中心周波数
PRN ID
PRN コードチップ
レート

変
偏

調

方

先日，米国の CTIA ショー（携帯電話関連の米国最大

式

BPSK

BPSK

ングが非公開で開催され，そこに弊社の IMES も招請さ

波

RHCP

RHCP

れて技術発表を行った。そのプライベート会議で判明し
た事は，今年が新型スマートフォンのインドア測位技術

問題は IMES 信号を送信する送信機で，現在，弊社で

開発の元年という位置付けであった。その中のテーマと

は上述のような開発を経て数ミリメートル角の LSI が，

してアシスト GPS，WiFi による測位，それに IMES 方

NEDO の助成事業のご支援もいただきながら完成し，量

式が取り上げられた。参加者の中で，今回初めて IMES

産準備に入っている。したがってもっとも大きな課題で

の詳細を聞いた人が多く，弊社のプレゼンテーション終

あった送信機の小型化，省電力化，低価格化のめどが立

了後の反響は大きく，大変な感銘を受けて我々の所に集

ち，急速に普及する見通しである。

まって来た。ある大手企業からはビジネス交渉の提案も

［弊社開発の IMES 送信機関連商品］

あった。

IMES の LSI

：12mm × 12mm

これと同じ状況が本年 3 月初めにスペインのバルセ

IMES の TX

モジュール ：29mm × 41mm

ロナで開催された GSM アソシエーション主催の世界最

IMES の TX

ユニット

大の携帯電話関連のショーでもみられた。このことから，

：85mm × 15mm

今世界ではいかに屋内外測位技術に関心が向いている
かが感じられた。そして現在あるアシスト GPS や Wi-Fi
測位などの屋内測位技術に満足されていない事も，非常
に強く感じた次第である。その様な中で，特に IMES に
関しては世界的に強い関心が弊社に寄せられているのが
実態である。
現在，IMES 関連のパテントは弊社が世界各国に申請
し，現在では日本をはじめ，欧米，アジア，アフリカ等
の数十か国で成立し，正式登録されている。弊社はシー
ムレス測位環境構築やそのサービスを事業とする企業と
の協業や協力関係の構築を目指している。
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バブル経済崩壊後の失われた 20 年

TOMTOM 社により，5 万円台の GPS ナビが開発販売

ここで GPS に関する日本での発明の歴史を振り返っ

され，一挙に 10 倍以上の市場を世界で確立され日本の

てみると，1990 年まで日本は，現在の中国のような経

GPS カーナビ市場の消失につながった事と非常に似通っ

済状況が続いていたが突然バブル経済の崩壊が起きた。

ている。これらカーナビと携帯はどちらも位置センサー

それ以来，現在までは世界から失われた 20 年と言われ

である GPS を搭載していることも共通点の一つである。

ている。しかしその間に世界は大きく変貌した。その

このように何故，日本が常にリードしてきた発明製品

期間の著名なものの中に衛星測位技術と移動通信技術が

が，同じように市場を失うのかを考えてみる時，ひとつ

挙げられる。2012 年現在，衛星測位は米国の GPS，ロ

の重要なファクターが浮かび上がってくる。

シアの GLONASS，EU の GALILEO，中国の COMPASS，

結論的に言えば，最も大きな要因は，発明した開発品

そして日本の QZSS，インドの GAGAN，IRNSS それに

の対象が常に日本国内市場のみに向けられてきたからで

航空機用の WAAS，EGNOS，MSAS などが加わり，ここ

あると考えられる。カーナビメーカーは常に注文主の自

10 年あまりの間に 130 〜 140 機の測位衛星が全世界

動車メーカーのみの意向を気使い，携帯端末メーカーは

で利用可能になる事が計画されている。一方，通信分野

常にキャリアの意向に従い製品を開発するのみで，自社

では固定電話から移動電話，専用回線からインターネッ

の独自の戦略を立て，世界市場創造に照準を置いた製品

トとの融合で通信網は単一通信網で世界がカバーされた

開発と販売戦略をとらなかった事が原因である。

と言って良いほどの変貌を遂げた。通信の世界は更に進

それ以外の理由として，日本の内向き経済指向や，よ

化し，この世界単一の通信網はクラウドコンピュータ群

く言われる 20 〜 40 代の時代をリードすべき年齢層の

と繋がれ，世界で開発されたデータベースやプログラム

内向き思考が多分に影響しているのではないかと考えら

が携帯端末を通じて利用できる様に変化してきた。また

れる。また「物の製造」というビジネスモデルに固執

ユーザーが使用する携帯端末は通信事業者の支配下から

するあまり，通信技術の進化に伴う IT ビジネスかネッ

解き放たれた結果，台湾，韓国，中国などの様な世界の

トビジネスへの移行の遅れ，あるいは「ジャパン・アズ

生産基地で集中生産する事で低価格化と機能の標準化を

No.1」のイリュージョンが潜在的意識を支配していた

実現し，全世界に急速に普及し，2012 年末における総

等も原因となっている事も考えられる。

利用者数は世界人口 67 億人のうち 50 億台を突破した

「自動車」→「携帯電話」→「シームレス測位＋世界

ことが確認された。今やアップルの開発した革新的携帯

単一通信網のプラットフォーム」上で開発される全世界

端末であるアイフォンに代表されるスマートフォンの普

の人口を顧客とする様な，世界規模のサービスシステム

及が進み世界の全ての人が所有するのも時間の問題とさ

においては，日本として過去の失敗を繰り返さないよう

れるに至った。

に真剣に取り組むべきであると考える。

9

日本の成功と失敗

日本のキャリアと携帯電話メーカーが国内市場をター

16

たが 1990 年代末に，米国の GARMIN 社やオランダの

10

過去に例のない規模のビジネス
環境の出現

ゲットとして開発してきた数々の技術も，携帯電話の

スマートフォンに代表される「移動通信」と，それを

OS とも言えるグーグルのアンドロイドやアップルの

利用した応用サービスに必須な「位置」をリアルタイム

iOS 等による戦略が移動通信の世界をリードする事によ

に提供する衛星測位技術が結びつき，歴史上，前例のな

り上記で述べた状況が出現した。この時点で日本の携

い巨大ビジネスプラットフォームが出現した。これは世

帯電話の方向性は頓挫し，世界からガラパゴス携帯と

界中の人が移動，静止を問わず全世界単一ネットワーク

言われる状況になり，世界の潮流から外れる運命とな

上で 24 時間，リアルタイムにコミュニケーションがで

り急速に市場を失った。この事は，日本の GPS カーナ

きる機能ができ上がったことを意味している。

ビが世界の先陣を切って販売され年間 400 万台の市場

これからの時代は間違いなく，この巨大プラット

を維持し，世界の GPS 利用者数の 42％余りを占めてい

フォームを利用したアイデアビジネスが世界中で開発さ
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世界規模の IT ビジネスの必須環境を創造する日本発の IMES 技術

れ，その中から，一夜にして巨万の富を築くケースが大

ビスビジネスのプラットフォームは，過去に例の無い巨

量に出現する事が想定される。物の製造で過酷な競争に

大な数量が普及しているスマートフォンである。つまり，

直面している日本においては，この分野に焦点を当てた

スマートフォンは世界 67 億人が活動しながら，移動し

産業をプロモートする事が賢明な選択であると思う。こ

ながら利用できる巨大な市場に直結していると云う事で

のプラットフォームには世界中の誰もが参加でき，し

ある。LBS をこのプラットフォーム上でサービス提供す

かも同じスタートラインに立っている状況であるといえ

れば，世界中の人が利用してくれる環境が整いつつある。

る。従って，世界に目を向けた，グローバルスタンダー

IMES はあらゆる応用システム開発に不可欠な要素であ

ドなアイデアビジネスを日本発でも簡単に発信できる状

る「正確な位置情報」をシームレスに得られる環境を創

況にある今こそ世界市場をターゲットとして知恵を振り

造できる機能を有している。そしてスマートフォンには，

絞ってこの巨大プラットフォームでニュービジネスに挑

この機能が簡単に組み込めると云う利点を持っている。

戦すべきである。

世界には LBS に関連したシステムインテグレーター，
サービスデベロッパーが無数に存在する。彼らがそれぞ

11

IMES の近未来とニュービジネス

IMES 受信機はそれ程コストがかからないで簡単に
作れるが，IMES 送信機は色々な場所に配置する性質

れの思惑で次々と IMES 方式を利用したサービスを開発
し巨大な世界ネットワーク上でサービスを開始すれば，
全体として巨大な新産業分野が生まれる事は疑いの余地
がない。

上，一種の社会インフラであったり，ビルを所有する

いま日本に云える事は，国内に視点を置いたビジネス

人，あるいは屋内外のシームレスなサービスを提供する

は成功しない。あくまで世界市場を目標にした新 IT ビ

各事業者の財産であったりするケースがある。しかしど

ジネスを作り上げる事に傾注すべきである。弊社はそれ

のようなケースでも一旦設置されれば誰でも共通に，か

が可能になるシームレス測位環境作りに注力し，日本発

つ自由に利用できる。そこで問題は誰がどういった目的

の新産業発進のお手伝いをする覚悟であります。

で設置するのかという事になる。IMES が利用できる最
大のプラットフォームは世界人口に匹敵するまでに増加
したスマートフォンのような携帯通信機器である。今後
すべてのスマートフォンには緊急通報時の要求から世界
的に合意が形成され，まず GPS が搭載される。そして，
EU，中国，ロシア等の測位衛星システムの完成に伴い，
やがては GNSS に変わっていくのは明白である。IMES
はそれらどの衛星測位システムとも共存し補完しあう関
係にある。IMES 方式は，ビルのインテリジェント化，
セキュリティー，あるいはショッピングモールでのガイ
ド，安心・安全の為に地下駐車場，トンネルなどで通信
＋位置への応用，工場，原発等で屋内外を通じた人，物，
機器の誘導やモニターへの応用，ワンセグと組み合わ
せ，ショップの情報のスマートフォンへの送信などでの
応用，地下街の地図とスマートフォンを連動させた屋内
外の目的地への誘導サービスシステムへの応用，一般に
行われている道案内の屋内での 3 次元ガイドサービス，
最近グーグルが日本と米国で開始した 3 次元立体画像
によるインドアビューとの融合など IMES の応用ヒント
は無数に存在する。
繰り返して言うが，これらの応用システムによるサー
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