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情報をシームレスにつなぐ 
社会基盤づくりを展開するNTT空間情報 

特 集 

新たにスタートしたものです。

社員数は派遣社員も含め約100名、

電子地図の製造・メンテナンスを行

う要員約300名を含め、約400人体制

で事業展開しています。電子地図の

製造・メンテンス業務については、

西日本エリアではシンクライアント

方式によるテレワークシステムを導

入し、健常者だけでなく、チャレン

ジドやシングルマザーなどもテレワ

ーカーとして参加しています。この

テレワークシステムを、東日本エリ

アにも広げたいと考えています。

－NTT空間情報様の事業領域を

お聞かせください。

猪瀬 事業領域については、業界ト

ップクラスの網羅性・更新鮮度・位

置精度・住所整備・高品質を特長と

する、電子地図・航空写真・衛星写

真からなるオンリーワン商品の

の基礎技術の研究開発を行うととも

に、2000年には膨大な投資を行っ

て、全国都市計画図の電子化および

電柱・マンホールの位置登録を行っ

て参りました。また、NTTグルー

プ各社では、社内の業務支援システ

ム、法人向けソリューションビジネ

ス、地図コンテンツ構築・販売ビジ

ネスを行っており、地図コンテンツ

につきましては、2005年よりNTT-

ME、NTTネオメイトの２社体制の

下で、「GEOSPACE（ジオスペー

ス）」というブランド名による製

造・販売を行い、多くの自治体様に

ご利用いただくとともに、国土地理

院の基盤整備事業においても採用さ

れました。これら

の取組みを契機に、

２社体制で作成し

てきた空間情報を、

全国統一仕様で高

品質・高鮮度な空

間情報へグレード

アップし、機動的

な事業活動が行え

る組織体制にして、

－はじめに、NTT空間情報様の

概要からお聞かせください。

猪瀬 私ども N T T空間情報は、

NTT-ME、NTTネオメイトから

GIS事業を分割・統合し、2011年７

月よりGIS（地理情報システム）を

含む空間情報の専門会社としてスタ

ートしました。NTTグループにお

けるGISの歴史は非常に古く、図１

に示すように 1975年頃に研究所で

開始した設備台帳の自動認識技術の

研究から始まり、高機能CADなど

NTTグループの40年近いGIS関連の研究・開発・ビジネス化の歴史を背景に、この継
承・拡大会社として昨年7月より事業開始したNTT空間情報。高鮮度・高精度・高品
質・網羅性を特長とするオンリーワンの空間情報プラットフォーム「GEOSPACE（ジオ
スペース）」を核に、空間情報ビジネスを積極的に推進するNTT空間情報の取組みについ
て、猪瀬崇社長にうかがった。

様々な空間情報を結合し、
つなぐ、空間情報ビジネスを
積極展開

歴史あるNTTグループGIS関連の
研究・開発、ビジネス化を継承・拡大する

新会社として発足

NTT空間情報㈱
代表取締役社長

猪瀬崇氏

○高機能CADの研究開始（研究所） ■1980年 

○図形が扱えるマルチメディアＤＢＭＳの研究開始（研究所） 
 
○建設省道路管理システム構築開始（NTTデータ） 
○地上・地下設備管理ＧＩＳシステム導入開始（ＮＴＴ） 

■1985年 

■1975年 ○設備台帳の自動認識技術の研究開始（研究所） 

○都市計画図電子化システムの開発開始（研究所） 
○自治体統合ＧＩＳビジネス開始（NTTデータ） 
○全国のアクセス設備図電子化決定（ＮＴＴ） 

■1995年 

○NTT-ME、NTTネオメイト2社での地図メンテ、販売体制開始 ■2005年 

■1990年 ○自治体水道ＧＩＳビジネス開始（ＩＮＳエンジニアリング） 
○歩行者ナビゲーションの研究開始（研究所） 
○デフォルメ地図の研究開始（研究所） 

■2000年  
○全国都市計画図の電子化、電柱ＭＨ位置登録を開始（ＴＥ11社） 
○一般向け地図販売開始（NTT-ME9社） 

■2011年 NTT空間情報　設立 

NTT再編成 

NTT民営化 

図1 NTTグループGIS関連研究・開発・ビジネスの歴史

―はじめに、NTT空間情報様の概要

からお聞かせください。

―NTT空間情報様の事業領域をお聞

かせください。

空間情報を軸に多彩な情報をつなぐ
社会共通基盤の実現を目指す

http://www.bcm.co.jp/


「GEOSPACE」を核に、法人向け

の豊富な地図・写真コンテンツを活

用した幅広い領域をビジネスドメイ

ンとしています。空間情報を核にし

たB2BおよびB2B2Cのビジネスで

す。本年３月末には、社会基盤とし

ての役割を担うことを基軸に、

「GEOSPACE電子地図」の全国規

模でのリニューアル（精度・網羅性

に加え鮮度の向上）が完了し、４月

から本格的な販売を開始していま

す。また昨年８月、日本マイクロソ

フト社との提携により開始した

GEOSPACEをインターネット経由

で快適に取得できるクラウド型配信

サービス「GEOSPACE CDS（コ

ンテンツ・デリバリー・サービス）」

については、本年６月までに配信用

データの平成 24年度版へのリニュ

ーアルを完了し、７月から提供を開

始しています。

「GEOSPACE航空写真」は、地

上解像度25cm（一部50cm）、日本

国土の約37万km2の約84％にあた

る約31万km2をカバーし（2012年

４月時点）、業界ナンバー 1を誇っ

ています。さらに、日立ソリューシ

ョンズ社との提携により、米国デジ

タルグローブ社の衛星写真データも

商品化し、「GEOSPACE衛星写真」

として提供しています。

－スタートから丁度1年を経過さ

れましたが、どのような会社を目指

されていますか。

猪瀬 図２に示すように、空間情報

を軸に、多彩な情報をシームレスに

つないだ社会共通プラットフォーム

の構築と、そこからなるコミュニテ

ィアーカイブの実現を目指して事業

展開しています。電子地図を活用す

ると、地形・家屋情報、住所・地理

情報、航空写真・衛星写真等と、
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時間軸：歴史を綴る 
過去の地図・情報 

様々なお客様保有情報 

産業／営業 （マーケティング） 

教育・生活 （コミュニティ） 

観光／行政／医療／各種公開情報 

インフラ設備／スマートコミュニティ 
（電気・ガス／通信／水道・交通 ｅｔｃ．） 

航空・衛星写真 

住所・地理情報 

地形・家形 

新しい地図・情報 

時とともに 
情報は更新され 
積み重なる 

空間情報（ｔ、p、∞） 
ｔ：時間／ｐ：場所／∞：多様な情報 

他業種とのアライアンス 
により多様な情報をつなぐ 

常に新しく 
変化をも把握できる 
情報プラットフォームに 

情
報
の
充
実
度
・
密
度 

エネルギーと社会を、 
もっと安全・効率的につなぎたい 

Vision　“環境・エネルギー” 

◆効率的な太陽光パネル設置 
◆エネルギー流通の見える化 
◆ECOな走行経路の可視化 

「人と地域」・「人と安全」を 
スマートにつなげたい 

Vision　“地域・コミュニティ” 

◆気象、災害、環境、交通、医療、観光等 
　様々な情報を統合 
◆地域の情報流通基盤化 

ビジネスに、もっと新しい軸を 
より一層の広がりを 

Vision　“高付加価値ビジネス” 

◆電気、ガス、水道等などのインフラ管理 
◆流通、マーケティング情報をマッシュアップ 

図2 空間情報を共通プラットフォームにしたコミュニティアーカイブの実現イメージ

ホステ 
ィング 

地図調製 
会社 

クラウド 
事業者 

地図 
メンテ 

個人 企業・自治体様 

SI会社、サービス会社 ナビ会社 

ナビ地図会社 地図会社 GISソフト会社 

衛星写真会社 地図会社等 航測会社 

ＮＴＴ空間情報 

航空写真 

地図素材 地図 地図素材 

属性 衛星写真 

図3 NTT空間情報の事業スキーム

―スタートから丁度1年を経過され

ましたが、どのような会社を目指さ

れていますか。

http://www.bcm.co.jp/


拡大およびコストダウンなど、連携

シナジーの創出にも注力しています。

実際には、NTTグループ内での設備

管理や災害対策・危機管理、営業推

進での利用が拡大しています。

－活用例をお聞かせください。

猪瀬 ひとつには、NTT東日本と

の連携による「危機管理情報DB」

があげられます。これは、東日本大

震災でも活用され、内外の様々な危

機管理情報を位置情報・住所情報を

キーとして重ね合わせることで災害

関連情報を共有する仕組み作りを実

現するプラットフォームです。ハザ

ード情報の表示機能や電子地図上に

図形や文字を登録するホワイトボー

ド機能、特定エリアにおける被災状

況をビル・設備単位で集計する集計

機能、ハザードマップと設備情報を

地図上に重畳する被災支援機能、さ

らには現場の映像写真をユニキャス

ト／マルチキャストで配信する映像

配信機能、津波シミュレーションを

3D地図上で表示する3D機能などを

備えています。GEOSPACEに各種

ハザード情報、気象情報、公開され

ている避難所情報等をキーとして重

ね合わせるこの仕組みは、東日本大

震災の被災状況把握や支援活動でも

活用されました。

また、航空写真・衛星写真により

浸水エリアを抽出し、GEOSPACE

上でNTTの電柱・マンホールの位

置情報を表示させることによって、

震災前と震災後の設備被害状況が一

目で把握することができます（図５

参照）。また、大規模災害発生時に

は、NTTグループの情報共有プラ

ットフォームとして、各社が保有す

る情報を共有できないか検討を進め

ています。

NTT西日本との連携では「スマ

ートひかりタウン熊本」があげられ

ます。これはGISプラットフォーム

を中核に、熊本市内の様々な情報を

地図上に載せながら“まち”を活性

化させるための情報共有の仕組みを

構築するというものです。NTT空

間情報は、熊本城周辺地域の3D映

像（ステレオ航空写真から3次元を

モデリング）を提供したり、江津湖

周辺での動植物観察や、スタンプラ

様々なお客様が保有する情報をマッ

シュアップ（重ね合わせ）して表示

することができます。例えば、分散

するシステムを統合することは困難

でも、住所情報があれば、産業や教

育・観光など様々な情報を地図の上

に重ね合わせて“見える化”するこ

とができます。また、時間軸により

歴史を綴ることもでき、新旧の情報

を比較することができます。このよ

うに、空間情報を共通プラットフォ

ームとして、そこに生活・文化・産

業等、他業種とのアライアンスに基

づいて“時間”“場所”“情報”をつ

なぐことにより、社会の共通基盤情

報を創りあげるとともに、歴史を綴

るコミュニティアーカイブを実現す

ることを目指しています。

－現在、どのような点に注力され

ていますか。

猪瀬 GIS市場における基盤地図情

報会社として、基盤的地図のニーズ

が高い自治体や公共事業者を主要タ

ーゲットしたビジネスに注力してい

ます。また、同業他社（地図調整業、

測量業）への基盤地図データの提供、

GISソフトウェア会社やSIerとの

GISクラウドビジネスの推進など、

図３（前頁）に示す事業スキームを

ベースに基盤的地図の特長を生か

したアライアンスの推進を積極的に

行っています。

また図４に示したように、様々な

NTTグループ間で空間情報を共用

いただくことで、各社様のビジネス
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ＧＥＯＳＰＡＣＥによる 
多様な情報サイクルを創出 

・目標物 
 （テナント等） 

・地図 
・座標 
・住所 

電話帳 
情報 

Ｗｅｂ 
情報 

広告 タウンＤＢ 

地図 

・目標物 
 （補完） 

・地図 
・座標 

・目標物 
 （テナント等） 

目標物サイクル 

・目標物 
 （現地調査） 

空間情報 

地図 

座標 

目標物 

・工事情報 
・非破壊調査 

・地図 
・座標 

工事 
情報 

道路変化 
情報 

工事・調査 設備管理 

地図 

・地図 
・座標 

道路情報サイクル 

・工事情報 
・道路情報 

空間情報 
 

地図 

座標 

道路 
情報 

図4 空間情報に関するNTTグループシナジー創出イメージ

―現在、どのような点に注力されて

いますか。

―活用例をお聞かせください。

空間情報に関するNTTグループ
シナジーの創出にも注力

http://www.bcm.co.jp/


リーをスマートフォン上で行える

「わくわく江津湖フェスタ」スマホア

プリの提供を行いました。また今後

は、3D空間情報を活用した津波シミ

ュレーション、住民参加型ハザード

マップの提供を行う予定です。

－今後の取組みとして、どのよう

なことをお考えですか。

猪瀬 社名に「空間情報」を付けた

ことと関係しますが、時代のニーズ

は、地理情報を作成・加工・管理・

分析・可視化・共有するGISから、

位置情報＋時間情報をキーに様々な

コンテンツを結合・分析し、新しい

価値を創出するG空間ビジネスへと

進化しています。このG空間ビジネ

スは、これまでの2Dから3D、さら

には4D（時間軸）への高度化や、ク

ラウド化・モバイル化が進むとも言

われています。このような動向を踏

まえ、経済産業省では「G空間プロ

ジェクト」を設置し、様々なツール

の開発や展示を行っています。

私どもはすでに、GPSセンサ、慣

性計測装置、カメラ、レーザー計測

装置を車両に搭載した M M S

（Mobile Mapping System）を活用し

て、3次元レーザー計測と全方位画

像を取得（位置精度：±数 cm~数

10cm）することで、高精度3次元空

間情報のデータベース構築に取り組

んでいます。これを通信設備の設

計・管理業務に活用することによっ

て、今まで現地対応でしかできなか

った業務が机上で実施可能となり、

業務の効率化と確実性の向上が図れ

る、GISの高度化にも大きく貢献す

ると考えています。

また、GPSやGPS関連技術が高

度化することによって、これまでの

位置情報サービスも大きく進化する

と考えています。今後、図６に示す

ように、位置情報付き空間情報の急

増（ビッグデータ化）によって、位

置情報マーケティングが高度化する

と考えています。そのためには、よ

り精度の高い空間情報や地下の空間

情報が必要になります。私どもは３

次元空間情報データベースの商品化

を含め、高度化するG空間ビジネス

の取組みを一段と加速する方針で

す。2015年の売上高100億円という

事業目標を掲げていますが、現在約

1,500億円といわれる国内地図調整

事業の市場規模拡大に努め、20～

30％のシェアを獲得するのが私の

夢です。

－本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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被災した施設 

津波被災エリア 

航空写真（震災後） 航空写真（震災前） 

航空写真・衛星写真により浸水エリアを抽出し、「ＧＥＯＳＰＡＣＥ」上でＮＴＴの 
電柱・マンホールの位置情報を表示させて設備被害状況を把握 

図5 復旧・復興に役立つサービス ～設備被害把握マップ～

位置情報サービス 
　携帯電話、カーナビ（GPS、GIS技術）により人や車の位置情報を知る 

位置情報マーケティングの高度化～ビッグデータビジネス 
　情報の位置的相関から新たな情報を創出⇒新たな企業活動展開 
　（営業拡大、コストダウン、新ビジネス開発） 

■地理情報DBの高度化⇒新たな空間情報抽出へ 
　・詳細電子地図、航空写真、衛星写真 
　・３Dデータ～道路画像、レーザー測量データ 

■空間情報（位置情報付き情報）の急増⇒ビッグデータ化 
　・スマホ、ソーシャルメディアの急進 
　・GPSデバイスの高性能化、小型化、低価格化で組込端末増加 
　・クラウドサービスの急増～様々な情報がセンターに蓄積 

図6 位置情報サービスから位地情報マーケティングへ

―今後の取組みとして、どのような

ことをお考えですか。

―本日は有り難うございました。

高度化するG空間ビジネスへの
取組みを一段と加速

http://www.bcm.co.jp/
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