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TIS 株式会社

ＴＩＳ、スマートフォンのＧＰＳとＡＲ機能を活用した
情報配信プラットフォーム「ＳｋｙＷａｒｅ」を提供開始
－第一弾サービスとして「街歩き観光ナビゲーションサービス on SkyWare」を提供－
ITホールディングスグループのTIS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑野

徹、

以下TIS）は、スマートフォンのGPS*1とAR*2機能を活用してコンテンツを配信する情報配信プラ
ットフォーム「SkyWare（スカイウェア）」の提供を本格開始することを発表します。
また、「SkyWare」の活用サービスの第一弾として観光客向けに観光情報を提供する「街歩き
観光ナビゲーションサービス on SkyWare」を本日より提供していきます。
「SkyWare」はスマートフォンなどのモバイル情報端末に対してGPS位置情報に紐付くARコン
テンツなどを配信するプラットフォームです。「SkyWare」を活用することで、企業はスマート
フォンのGPSとAR機能を活用した情報配信サービスの構築が容易に実現できます。
「街歩き観光ナビゲーションサービス on SkyWare」は、自治体や企業が観光客に観光情報の容
易な提供を可能にするサービスです。サービス導入者がコンテンツ（観光名所や店舗の情報など）
を事前に登録することで、スマートフォンを活用した観光客向けナビゲーションサービスを手軽
に始めることができます。また、“動態ログ収集機能”を利用すれば、観光客の移動軌跡を的確
に把握し、観光施策の効果測定などの情報収集と分析を容易に行う事が可能です。さらに、多言
語対応しているため、観光分野における中国など訪日外国人旅行者向けの「インバウンド増加施
策」への活用も可能です。

■

背景と経緯

2007 年 1 月に施行された観光立国推進基本法に基づき、日本政府は「観光立国」を掲げ、様々
な施策を打ち出しています。しかし、それら施策の効果を測定するための観光客の移動軌跡の把
握は、長年の経験則に基づいて行われる傾向が高く、多数の自治体では、数値による把握、動線
分析が難しいという課題があります。また、訪日外国人旅行者数を 2019 年までに 2500 万人に増
進させる「インバウンド増加施策」に対応すべく各自治体は観光情報の多言語化を推進していま
すが、看板の付け替えといったインフラ整備に多額の費用がかかるなどの課題も抱えています。
TIS では、スマートフォンの GPS と AR 機能を観光の新しい道具として適用した新サービスを
提供することで、こうした課題を解決する自治体の「街おこし」を支援することが可能と考えま
した。そこで、TIS は情報配信プラットフォームとして「SkyWare」を構築し、観光分野で利用
するための実証実験を積み重ね、第一弾サービスとして「街歩き観光ナビゲーションサービス on
SkyWare」の提供を開始するに至りました。

■

情報配信プラットフォーム「SkyWare」の概要

「SkyWare」はスマートフォンおよびタブレット端末などに対して GPS 位置情報に紐付く AR
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コンテンツを配信する情報配信プラットフォームです。表示するコンテンツは、コンテンツプロ
バイダから提供を受けます。TIS はコンテンツの配信システムを提供することで、GPS 位置情報
と AR を利用した各種サービスの実現を支援します。
「SkyWare」のコンテンツの登録・アップロードは、コンテンツプロバイダ専用の Web ページ
から簡単に行える仕組みになっています。また、「SkyWare」で利用可能なスマートフォンの推
奨 OS は、Android*3 と iOS*4 です。「SkyWare」アプリケーションのスマートフォンへのインス
トールは Android マーケットまたは App Store などを経由して行います。
＜「SkyWare」のシステム提供イメージ＞
【エンドユーザー】

【コンテンツプロバイダ】

【TIS】

（自治体・企業）

コンテンツ

位置情報を送信

コンテンツを提供
スマートフォ ン 、タブ レットなど

現在地周辺の
コンテンツを配信

SkyWareをマーケットから
ダウンロードして、ARを利用する

提供されたコンテンツを
スマートフォンに配信

Webページからコンテンツを
登録・アップロード

＜「SkyWare」が提供する基本機能＞
「SkyWare」が持つ基本機能は以下の通りです。
1） 端末管理機能
「SkyWare」を利用するスマートフォンの識別と管理をおこないます。
2） コンテンツ登録、修正、削除
コンテンツプロバイダ向け機能で、GPS 位置情報に紐付くコンテンツの登録、修正、削
除を行います。
3） コンテンツ配信機能
スマートフォンのリクエストに沿って該当するコンテンツを配信します。
4） 動態ログ収集機能
スマートフォンの位置情報を収集し蓄積します。

■「街歩き観光ナビゲーションサービス」のサービス概要
「SkyWare」を活用した「街歩き観光ナビゲーションサービス on SkyWare」はスマートフォ
ンやタブレット端末を利用してGPSから取得した位置情報を元に、ARと地図による観光情報を提
供するサービスです。TISは当サービスを、観光関連コンテンツを持ち観光客向けナビゲーション
サービスを構築したい地方自治体や旅行会社などの企業に提供します。
当サービスを導入する自治体・企業などが事前に観光名所や店舗の情報など表示用コンテンツ
を登録することで、スマートフォン（タブレット端末）を活用した観光客向けナビゲーションサ
ービスを最短２週間で手軽に構築できます。
また、「街歩き観光ナビゲーションサービス on SkyWare」では、ユーザー匿名によるコンテ
ンツ登録等は許可せず、自治体、NPOなどのコンテンツプロバイダなどから提供されたコンテン
ツを利用する事で、表示される情報の品質を確保します。スマートフォンのフロント画面は、実
証実験を積み重ねてより改良を行い、シンプルで操作性の高いユーザーインターフェイスを実現
しています。
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・「街歩き観光ナビゲーションサービス on SkyWare」の利用画面例（地図画面、AR画面）

※実際の映像は、こちらをご覧ください。⇒

http://www.tis.jp/service_solution/skyware/

＜サービス導入者向け機能の特長＞
1） 観光情報のCMS（コンテンツマネジメントシステム）機能
表示するコンテンツを、手軽にリアルタイムで反映するCMS機能を提供します。
2） 利用者の移動軌跡情報の収集機能
観光客の属性、動線、集客数などの情報収集が容易になります。観光客の動線につい
てレポート報告を受けることが可能です。
3） サーバ管理サービス機能
「SkyWare」で表示するコンテンツの保持、管理にあたり、TISのデータセンターを
使用することができます。
＜観光客向けナビゲーション機能の特長＞
1） ARと地図による観光情報の表示
GPS位置情報による自分の周りの情報を自動的に8種類のアイコンで表示します。
2） 多言語による観光ガイド
日本語、中国語、および韓国語に対応しています。対応言語は今後も増やす予定です。
3） 音声と動画によるガイド
文字と写真だけでなく、ストリーミング配信される音声や動画によるガイドも可能です。
4） 街歩きのお勧めルートを提案
利用者属性、所要時間、現在地、趣味嗜好などにより最適なルートを推奨します。
5） お勧めルートのナビゲーション
現在地、施設名、ルート順、次の施設までの距離、方向、残り距離などを表示します。
＜「街歩き観光ナビゲーションサービス on SkyWare」利用料金＞
「街歩き観光ナビゲーションサービス on SkyWare」の利用料金は 1 年単位で、年間 150 万円～
で利用できます。観光情報を格納するコンテンツサーバは、TIS 提供のサーバでも、お客様の既
存のサーバでも対応しており、移動軌跡情報の取得についてはオプション料金となります。
サービス名
基本サービス料金

価

格（税

別）

備

考

150 万円/年

1,001 コンテンツ以上は課金テーブルに

(1,000 コンテンツまで)

よる

サーバ管理サービス

別途ご相談

TIS 社データセンターを利用する場合

利用 者属性情報 等提供サ

別途ご相談

観光客の属性、動線、集客数などの情報

ービス

をレポート
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また、観光客向けナビゲーションサービス構築に向けてのコンテンツ整備などの初期導入支援サ
ービスも用意しております。
価
初期導入支援サービス

格（税

別）

75 万円

備

考

コンテンツを格納するサーバの設定およ
びコンテンツ整備のコンサルティング等

■

今後の展開

TIS は、「街歩き観光ナビゲーションサービス on SkyWare」を自治体や旅行会社など観光関
連分野向けに展開していき、2013 年までに 30 件のサービス導入を目指します。既に、プレユー
ザーとして 2 つの民間企業で導入実績があり、街歩き観光に利用されています。
また、TIS では「SkyWare」を設備保守業務や運送業務など観光以外へ応用も展開していき、
エンタープライズ向けでの利用が注目されるスマートフォンの分野において、位置情報と AR に
特化したサービスを創出していきます。

*1 GPS（全地球測位システム）：人工衛星を利用し自分が地球上のどこにいるのかを正確に割り出す。
*2 AR（拡張現実）：現実の環境から知覚に与えられる情報に、コンピュータが作り出した情報を重ね合
わせ、補足的な情報を与える技術。
*3 Android：Googleが開発したスマートフォン用Openプラットフォーム。
*4 iOS：AppleのiPhone、iPod touch、およびiPadに搭載される組み込みOS。
※

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

◆TIS 株式会社について
2011 年 4 月、IT ホールディングスグループの TIS（株）、ソラン（株）、（株）ユーフィットが合併し「新生
TIS」が発足しました。多彩なソリューションと国内トップクラスの総面積約 10 万㎡のデータセンターをフ
ル活用し、SI 受託開発からアウトソーシングサービス、クラウドサービスまで全方位型の IT サービスをワ
ンストップで提供してまいります。
◆IT ホールディングスグループについて
IT ホールディングスグループは、様々なお客様を IT で支援する IT エキスパート集団です。
進化し続ける企業グループとして、グループ各社の個性を活かし総合力で応えます。
【本件に関するお問合わせ先】
◆報道関係からのお問い合わせ先
TIS 株式会社

企画本部

TEL：03-5402-2133

企画部

浄土寺/畠山

FAX：03-5402-2433

E-mail：info@tis.co.jp

◆本サービスに関するお問い合わせ先
TIS 株式会社

産業・公共第２事業本部

TEL：026-223-3000

中部第２事業部

FAX：026-223-3001

西部/渋澤

E-mail：info_skyware@ tis.co.jp
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