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—ヒトとモノのインタラクション
を目指して

DTCの世界では、現実世界で発
生するインタラクションを再現する
必要がある。DTC研究センタは、
実在のヒトと実空間のモノとのイン
タラクションを可能とするために、
モノのデジタルツイン化に取り組ん
でいる。インタラクションとは「モ
ノに触れたときに肌触りを感じる」
といった感覚へのフィードバックか
ら、「モノに触れるとその利用履歴
が分かる」といった情報のフィード
バックまで広範にわたる。

DTC 研究センタでは、モノのデ
ジタルツインが、インタラクション可
能となるために備えるべき属性やイ
ンタフェース等を、１つのフレーム
ワークとして形成することを目指し
ている。
以下に、DTCが目指すフレーム
ワークを支える２つの要素技術であ
る「Axispot®」と「４Dデジタル基
盤」について紹介する。

—高速時空間データを管理する
「Axispot®」

Axispot®は、自動車／スマホ／ド

ローン等の「IoT／コネクテッド・
デバイス」が感知するリアル世界の
センサ情報と、その情報に付随する
時空間データ（緯度、経度、高度、
時刻）をリアルタイムに高速で格納
／検索／分析する技術である（図１）。
その主な特徴は以下の２つだ。
①数千万台の自動車が一斉送信する
車両データのリアルタイム格納 /

検索 /分析が可能
②高精度地図と組み合わせたレーン
レベルの高精度なリアルタイム車
両検索が可能
Axispot®は、この２つの特徴を活

かし、ヒトや自動車等の動く物体（動
的オブジェクト）を管理する次世代
サービスに不可欠な技術となること

が期待される。
例えば、インターネットとつなが
る自動車（コネクティッドカー）が
収集した情報を、自動車の走行位置
や情報送信時刻と合わせてクラウド
に蓄え、事故や渋滞等の交通状況を、
関係する道路を走行する車両にリア
ルタイムに通知する。たとえ数千万
台の自動車が一斉送信する車両デー
タであっても、リアルタイムで格納
／検索／分析することが可能である。
具体的には、コネクティッドカー
向け V2Vアプリケーション、ダイナ
ミックマップ向け動的データ管理／
MaaS（Mobility as a Service）等の配
車システムへの適用が考えられる。
また、ヒトが装着したウェアラブル
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デバイスやスマートフォンが送信する
さまざまな情報を、ヒトの歩行位置
や情報送信時刻と合わせてクラウド
に蓄え、店舗の混み具合やリコメン
ド情報等、ヒトの行動の意思決定に
かかわる情報をリアルタイムに通知
するといったサービスへの適用も期
待できる。

—センシングデータを統合し、未
来予測をする産業横断基盤「4Dデ
ジタル基盤」
モノや街のデジタルツイン化にお
いて、現存する異産業ごとに保有す
る、既に統計化されているデータや、
位置・時刻の情報にズレがあるデー
タ同士を掛け合わせても、実世界の
現象把握やそこからの未来予測の精
度が高まらないケースもある。しか
し、将来の DTC の世界で必要とな
る「属性やインタフェース等を、１
つのフレームワークとして形成す
る」ためには、さまざまな産業分野
ごとに作られてきた異なる属性（3 

次元座標系、精度、データ形式等）
を共通化する等、統合的な管理が必
須である。

DTC研究センタでは、実世界に
おけるモノ・ヒト・社会に関する高

な意味情報を持つ「高度地理空間情
報データベース」上に、多様なセン
シングデータをリアルタイムに統合
し、高速に分析処理を行う。（図２）
これにより、移動体の正確な位置
の把握や、さまざまな未来予測が可
能となり、①道路交通の整流化、②
都市アセットの活用、③社会インフ
ラの協調保全、等の実現に適用する
ことができる。

—ク ラ ウ ドGNSS基 盤 技 術 と
Axispot®で高精度かつリアルタイ
ムな渋滞把握

DTC研究センタは、４Dデジタ
ル基盤の活用例として「リアルタイ
ムに高精度位置情報を基盤に収集
し、地図データを統合して交通流を
可視化するシステム」を実現した。
既に、東京都吉祥寺市にてコンセプ
トデモを実施している。具体的には、
レーン上の車を高精度かつリアルタ
イムに検索・表示することで、車の
混雑状況を表示するという内容であ
る。図３にコンセプトデモのシステ
ム概要を示す。このコンセプトデモ
により、時系列座標（時空間）デー

精度なデジタル情報を交換・融合・
複製・合成等行うことにより、大規
模かつ高精度な未来の予測・試行や、
新たな価値をもった高度なコミュニ
ケーションの実現を目指している。
DT社会実装のためには、センシン
グデータをリアルタイムに収集し、
その位置・時刻を高い精度で一致・
統合させることが課題となる。
こうした課題に対し、4Dデジタ

ル基盤は、さまざまなセンシングデー
タの位置・時刻情報について整合性
を確保しながら空間情報上に精緻に
統合し、各産業の ICT基盤が持つデー
タと融合する。また、高精度で豊富

多様な産業で活用
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図２　４Dデジタル基盤概念図
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タから、ある座標区域に含まれる
データを検索・抽出する従来技術に
比べ、クラウド GNSS基盤技術と
Axispot®を用いた高速検索方式は、
高精細にリアルタイムな渋滞把握が
可能となることが実証された。

—新しい世界のデジタルツイン実
現に向けたリモート協業の取り組み

DTCは、２つのデジタル空間を
生成する。それは、①拡張された実
空間（MR、AR、Cloud等の技術を
用いて生成されるデジタル空間）、

②新たな仮想空間（VR技術を用い
て生成される実空間とは異なる新た
なコミュニティ空間）である。DTC

研究センタは、これらの生成された
デジタル空間を介して、別のロケー
ションに散在する複数のヒト／モノ
の間に存在する物理的、時間的、知
覚的な制約を超えた実空間と変わら
ないシームレスな環境を提供するこ
とを目指している。例えば、コロナ
禍でも興行ができる、遠距離にあっ
てもストレスなく業務が継続でき
る、身体が不自由でもショッピング

を楽しめる、といった世界だ。
DTC研究センタはこうした世界の
実現に向け、リモート協業に取り組ん
でいる。具体的には、図４に示すよう
に５つの技術に対する取り組みを行っ
ている。今日の業務において、移動・
接近・密接の制約により、リアルオブ
ジェクトの共同作業が困難であった
り、仮に移動・接近・密接できたとし
ても、多人数での同時加工は困難で
あるシーンは多く存在する。しかしデ
ジタルツインの世界が実現すれば、リ
モートアクセス環境で、複数のヒトが
モノのデジタルツインを「共有」する
だけでなく、同時に「加工」するこ
とが容易となる。実世界で行われる
設計・制作の共同作業に、新たな創
造性がもたらされるだろう。

DTC研究センタは、今後も、新
しい世界を拓くためにデジタルツイ
ン化に向けて取り組んでいく。
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図３　4Dデジタル基盤を用いたコンセプトデモのシステム概要
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図４　リモート協業の取り組み概要


