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「3D眺望シミュレーションシステム」

が役に立つ。次世代タッチ式センサー

と３次元コンテンツを組み合わせた画

期的なシミュレーションシステムであ

る。手で触れるだけで、３次元コンテ

ンツによる丸の内空間を自由に動かす

ことができる。例えば画面のビルにタ

ッチすると、各方面からの眺望がリア

ルにイメージできる。また、３次元地

図と２次元地図の連携により、わかり

やすいウォークスルー映像で目的地ま

でナビゲーションが可能となる。

図２は、携帯電話端末を利用した

3Dナビゲーションシステムである。

専用アドレスからダウンロードした

FOMAの iモーションやPDCの iア

プリを利用して、目的地までの経路

をリアルな3D映像で案内するソリ

ューションである。映像は人の目線

に合わせているためわかりやすく、

操作性にも優れている。このソリュ

ーションを利用すると、例えば来社

予定の方にアドレスをお知らせする

丸の内地区で実用化されている主な

モバイルソリューションを紹介する。

■Mobile@Marunouchiシステム

NTTドコモは、「丸の内再開発地

区におけるITモバイル地区の創造に

向けた共同検討」の具体化の一つと

して、「Mobile@Marunouchiシステ

ム」の構築を担当した（図１参照）。

「街と来街者を結ぶ双方向モバイル

ツール」をコンセプトに、画面メモ

機能を利用して本人を特定すること

で、様々な情報を提供するサービス

である。会員数約１万８千人のサイ

ト（Marunouchi.com）と連携したマ

ルチキャリア対応により、幅広いユ

ーザーを確保し、Push・Pull型情報

配信・電子チケット等の充実したコ

ンテンツが用意されている。今後は

当システムを街づくりのモバイルプ

ラットフォームと位置付け、多様な

サービスを展開していくという。

■3D眺望シミュレーションシステム

街の地理に不案内な人のために

今回は、モバイルITの利用により、

地域内の情報活用や監視管理を支援

する「街づくりソリューション」の

具体例を、携帯電話端末を利用した

ソリューションを中心に解説する。

NTTドコモは、三菱地所㈱と共

同で、東京都丸の内地区に「街づく

りモバイルソリューション」の一環

として、FOMAを利用した各ソリ

ューションを導入している。

両社は丸の内地区の各ビル毎に、

高層ビルや地下街等の携帯電話が繋

がりにくい場所で通話を可能とする

システム「IMCS（Inbuilding Mobile

Communication System）」の設備工

事を実施した。この工事で地区内の

一つのビルにIMCS基地局の設備を

集約し、三菱地所子会社の丸の内ダ

イレクトアクセス㈱の協力によりダ

ークファイバを利用している。以下、

IMCSを各ビル内に導入
無線通信環境を構築
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だけで、ナビゲーションするという

活用が考えられる。

■「DoCoですCar for BUS」を導

入した「丸の内シャトルバス」

三菱地所他の地元企業は運営中の

「丸の内シャトルバス」にNTTドコ

モの「DoCoですCar for BUS」を

導入した（図３参照）。

丸の内シャトルバスは、大手町～

丸の内～有楽町～日比谷の周回ルー

ト（バス停11ヵ所）を約30分で、２

台で運行する無料バスである。DoCo

ですCar for BUSを導入したことに

より、運行管理者によるPCからの

運行状況の確認、及び一般の方が携

帯電話からバス運行状況等の情報を

確認することが可能となった。待ち

時間や運行状況の把握がスムーズに

なり利用満足度が向上し、運行管理

者もバス位置を容易に把握すること

ができる。

■ビル管理システム

ビル管理システムは、FOMA端末

を勤務中の警備・設備技術員全員に

所持させて、通常の音声通話に加え、

現場巡回中に異常を発見した場合に、

一次報告をFOMA端末を利用して画

像も含め一斉メールすることにより、

迅速な報告を可能としている。また、

現場の状況をFOMAテレビ電話機能

によりリアルタイム映像で送信する

ことで、離れた場所でも正確な現状

把握が可能となる（図４参照）。この

機能は、緊急時の一次報告の迅速化

を図り、より的確な初動対応を行う

ことを目的とする。このシステムは

本年９月の運用開始を予定してい

る。

また、年末の丸の内で恒例となっ

た「東京ミレナリオ」において、

「光の笑顔モニュメントシステム」

の提供を行なった。これは、光ファ

イバーを使用したモニター「ミント

ビジョン」に映る光のモニュメント

をバックに、iショットでの写真撮

影を行うもの。実物の光のモニュメ

ントの前で撮ったようなデジタル画

像の作成が可能で、好評を博した。

NTTドコモと三菱地所は、今後も

街づくりへのモバイルITの活用を積

極的に展開していく予定であり、中

でも携帯電話端末のFeliCa対応等

多機能化は、電子決済や入退室管理

などの機能を充実させ、丸の内地区

の就業者の生活パターンや、訪れる

買い物客の動向に密着した高度なサ

ービスの提供ができるようになると

考えている。

これからもモバイルを活用したソ

リューションは、最先端のモバイル

マルチメディア技術により、より快

適で利便性の高い街づくりに貢献し

ていくだろう。
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