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事業の領域	

プロダクト開発事業 コンサルティング事業

p 統計的な分析を
誰もが⼿手軽に活⽤用できること
を⽬目指した独⾃自のクラウド型
アプリケーション開発

p クライアントの保有するデー
タから価値を導き出すオー
ダーメード型のデータ分析
サービス	  

週次GDP推計

h:p://xica-‐inc.com/	
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専門知識不要の	  

統計分析webアプリケーション	  

h:p://xica-‐inc.com/adelie/index.html	
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主要な産業の1年後の予測値を発表	  
(株)	  矢野経済研究所様との共同プロジェクト ※	  オープンデータではありません	  

h:p://www.yano.co.jp/mirai/	
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週次GDP推計

オープンなマクロデータのみを使い、	  

5ヶ国のGDP予測値を毎週発表	  
（日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア、インドネシア）	  

h:p://blog.xica-‐inc.com/gdp/	
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週次GDP推計
過去の推計実績（⽇日本）

h:p://blog.xica-‐inc.com/gdp/	
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週次GDP推計
過去の推計実績（アメリカ）

h:p://blog.xica-‐inc.com/gdp/	
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週次GDP推計
「特徴」と「⽬目指すこと」

データから推計 される経済状況であり、	  

アナリストの「判断」は加味しない	  
※	  乖離が大きすぎる際はモデルの再構築を行うことはある	  

アナリストと勝負したいのではなく、	  

一つの客観的な参考指標 を目指す	  

h:p://blog.xica-‐inc.com/gdp/	
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「貢献」と「期待」

週次GDP推計
h:p://blog.xica-‐inc.com/gdp/	

共通プラットフォームの整備	  

活用事例の創出	  



株式会社 ナビタイムジャパン 



ナビゲーションサービスにおける
オープンデータの活用事例 

株式会社ナビタイムジャパン 

交通コンサルティング事業 

2014/02/20 
オープンデータ推進委員会 
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本日の話題 

会社・事業紹介 

自治体と連携した駐車場の満空情報 

今後の展開 
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法人向け事業 コンシューマ向け事業 

単機能事業 

法人営業事業 

トータルナビ事業 

海外事業 

テレマティクス事業 

ビジネスナビタイム事業 

ドライブ事業 

「トータルナビ」を主軸とした 
コンシューマー向けアプリ/サービス 

「NAVITIME」の開発、運営 

カーナビを主軸とした 
コンシューマー向けアプリ/サービスの 

開発、運営 

特定の移動手段に特化した 
コンシューマー向けナビアプリ/ 

サービスの開発、運営 

海外、インバウンドを対象とした 
コンシューマー向けナビアプリ/ 

サービスの開発、運営 

国内外の自動車メーカー、車載機メーカー向けの 
カーナビゲーションアプリや 

コンテンツAPIのライセンス事業 

ルート検索付き地図配信ASPや乗換・時刻表ASP、 
「NAVITIME」内のバナー広告を 

法人向けに開発・販売 

ナビゲーションエンジンを主軸とした 
交通費精算や動態管理のソリューションを 

法人向けに開発・販売 

交通コンサルティング事業 

交通の最適化や地域の活性化に貢献するための 
データ提供、分析、コンサルティング 

事業領域 
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コンシューマサービスの規模 
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日本の全通信キャリア・ほぼ全ての端末にて 
ナビゲーションサービスを提供しています 

月間利用者数 約2,000 万ユニークユーザ/月 

 提供端末（全通信キャリアに対応） 

http://www.microsoft.com/ja-jp/windowsphone/
https://store.willcom-inc.com/ec/faces/index.jsp
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交通分野における当社の役割 

ユーザへのサービス提供だけでなく、 
交通インフラ・地域とユーザとの間をつなぐ情報の架け橋として 
交通全体の最適化に貢献していきます。 
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システム間を連携した満空情報 ～前橋市の駐車場～ 

時間に応じて、満空情報が表示されます。 

・    満車 

・    空車あり 

移動をサポートする行動： 

・ ルート案内 

・ 地図で確認 

・ 周辺駐車場の検索 
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駐車場の満空情報配信の仕組み 
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データベース 

Webサービス 

データファイル 
（共通フォーマット） 

前橋市様 
駐車場データ 

データ 
取り込み口 

 定期的に駐車場の満空情報を配信 

 共通のデータフォーマット 

 既存のWebサービスへ取り込み 

 多くのユーザーに配信可能 

他社 
駐車場データ 

・ 
・ 
・ 
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今後の展開 

メールアドレス 

 consulting@navitime.co.jp （交通コンサルティング事業 宛) 

電話番号 

 03-3402-0712 （法人営業部 宛） 
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会場にいる弊社メンバーにぜひお声がけください 

•データ形式と語彙が統一されるとデータの取り込みが簡単 

•営業時間、駐車（駐輪）台数などの拡充を望むユーザーの声多数 

フォーマットの統一と属性の拡充 

•更新（新しい施設の導入、古い施設の削除）を迅速に反映 

•API で動的につながると満空情報も活用可能 

•新規ビジネスの創出、地域の活性化にもつながる 

システム間連携 

mailto:consulting@navitime.co.jp



