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位置情報と地図を活用した
モバイル版営業支援システムに向けて

Toward Mobile Sales Support System Using Location Information and Map

1. はじめに 2. 位置情報と地図利用に関する
　 携帯電話の動向

特
集

特
集

特
集

　モバイル市場には次々と新しい機能・サービスが展開され

ている。その中でも、最近注目されているものとして、位置

情報と地図を使ったものがある。

　携帯電話の特徴である「小型」、「常に電源が入っている」、

「どこからでもインターネットにアクセス可能」という点は、

ビジネスに携帯電話アプリケーションを活用する上で重要な

ポイントとなる。携帯電話の機能を活用すれば、場所と時間

を気にすることなく企業の情報システムにアクセスして、顧

客への営業提案や契約の後押しになる情報を得ることができ、

ビジネスパーソンが円滑に仕事を進める手助けとなる。

　インテック及びインテックシステム研究所では、外勤の営

業担当者向けの営業支援システムとして、位置情報と地図を

利用した携帯電話アプリケーションを開発した。

　GPS(全地球測位システム)を利用して位置情報を得る機能は、

２００１年にKDDI社が日本で初めて携帯電話に搭載した。この

GPS携帯電話を使ったサービスは、利用方法の面から大きく

二つに分かれる。一つは携帯電話を持ち歩く本人が位置情報を

活用するもの、もう一つは携帯電話を持っている当人以外が端

末の位置情報を利用するものである[1]。 現在、携帯電話業界

において、各キャリアにより位置情報を利用したサービスが展

開されている[２]。 例えば、NTTドコモでは、今いる場所の

近くのお店などを調べることができる「iエリア」、子供など

大切な人の居場所を確認することができる「イマドコサーチ」

を提供している[３]。

　総務省により、２００７年４月以降の第３世代携帯電話への

GPS機能搭載が義務化された[２],[４]。現在、携帯電話の５０%

以上の機種にGPS機能が搭載されていると推定されている[２]。

　さらに、２００７年に「地理空間情報活用推進基本法」が施行

され、経済産業省は地理情報や位置情報などの地理空間情報を

活用したサービス産業の創出のため、地理空間に関する政策

プラン「G空間プロジェクト」を掲げている。２００８年には

約４兆円の地理空間情報サービス産業の市場規模が、２０１３年

には１０兆円程度に拡大するという展望が将来ビジョンとして

ある[５],[６]。政府主導で位置情報を日常生活、ビジネスに有

効利用しようとする動きがあり、位置情報と地図を利用したビ

ジネス発展の土台が整いつつある。

　携帯電話は常に身に付けているものであるため、それを利用

して人または人の周辺の情報を取得することができる。位置情

報の他に、温度、湿度、脈拍などが収集できる可能性がある

[７],[８]。これらの情報を利用して、サービス領域が拡大する

ことが予想できる。

　位置情報と地図を利用したモバイル版営業支援システムを目

指して、NTTドコモ携帯電話向けに２つのサンプルアプリケー

ションを開発した。どちらのアプリケーションも、GPSによ

る位置情報を利用していることが特徴である。

　GPSを利用した iアプリは、iアプリDX(またはトラステッド

iアプリ)と呼ばれ、通常の i アプリと区別される。この iアプ

リDXでは、従来の i アプリに課されていた制限のいくつかが

緩和され、ダウンロード元以外のサーバへの接続、携帯本体

に記憶されたデータへのアクセスなどが可能となっている。

しかし、こうした機能を使ってウイルスや情報搾取ソフトが

開発される危険を避けるため、iアプリDXを開発・配布する

ためには、開発の前後にNTTドコモによる厳密な審査を受け

る必要がある。

　地図を取得する際に、Google Static Maps APIを用いた

ことも、システムの特徴の一つである。Google Static Maps 

APIとはウェブページにGoogleマップの画像を埋め込むための

APIである。URLパラメータとして緯度・経度などを指定して、

Googleが指定するURLを呼び出すことで、地図画像のGIFファ

イルを取得することができる。Maps API キーを取得すること

で容易に利用可能である。なお、エンドユーザに課金する場合は、

Googleとの間で別途契約を締結する必要がある[９]。

（１） 近隣お客さま情報検索システムの機能

　　　近隣お客さま情報検索システムは、外回りの営業担当

　　者の営業活動において、外出先から現在地の近隣のお客

　　さまの位置情報を検索し、その位置をマーク付けした地

　　図を表示することにより、営業活動の効率化をはかるこ

　　とを目的としている。図１に、近隣お客さま情報検索シス

　　テムの利用イメージを示す。
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概要
　携帯電話アプリケーションとして、位置情報と地図を利用したものが増えている。グルメ情報提供、ゲームといっ

たように、携帯電話アプリケーションが対象ユーザーとしているのは、コンシューマであることが多く、ビジネスパー

ソンを対象ユーザーとしているものはあまり多くない。しかし、ビジネスにおいても、携帯電話の活用、さらに位置情

報と地図を取り入れたアプリケーションの導入は、ビジネスパーソンの行動を快適にし、円滑に仕事を進める手助

けとなると考えられる。携帯電話にGPS機能を標準搭載する時代となり、政府主導で位置情報を日常生活、ビジネ

スに有効利用しようとする動きがある。

　こうした流れを受け、外回りの営業担当者の営業支援ツールとして、位置情報と地図を利用したNTTドコモ携帯

電話向けアプリケーションを開発した。開発したのは、営業担当者が外出先にて現在地周辺のお客さまを検索する

機能をもつアプリケーションと、外出先で物件情報（不動産物件などの情報）を登録し後から物件情報を閲覧する

機能をもつアプリケーションの二つである。今後は携帯電話に限らず、位置情報と地図を利用したサービスを展開

していきたい。

3. 位置情報と地図を利用した
　 モバイル版営業支援システム

図１  近隣お客さま情報検索システムの利用イメージ

図２  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の利用イメージ

図３  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の利用イメージ

（３） 開発方式

　　　両システムとも、携帯電話上のソフトは、NTTドコモが

　　提供するDoJaというJavaの開発キットを用いて開発した。

　　　DoJaは、Java ME（Java Micro Edition）における

　　CLDC（Connected Limited Device Configuration）

　　上の実行環境の仕様の一つである。CLDCとは、携帯電話、

　　携帯情報端末など、比較的リソースの制限が厳しく、標

　　準的なJava仮想マシンの搭載が難しいデバイスを対象と

　　する実行環境である。DoJaでは、コンパイルしたClass

　　ファイル、及び実行に必要な画像や音楽データを含めて

　　Jar形式でパッケージ化する。

　　　i アプリ実行環境が搭載されている携帯電話には、携帯

　　電話にインストールされている i アプリを管理する、Java 

　　Application Manager(JAM)というコンポーネントが含

　　まれている。表１に、i アプリ実行環境特有であるJAMの 

　　セキュリティ機能をまとめたものを示す。

表１  JAMの提供するセキュリティ機能(文献[10]を抜粋し作成)

図６  近隣お客さま情報検索システムの画面遷移図（主要な画面遷移）

図７  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

図８  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

（５） 課題

　　　GPSの電波は屋内には伝搬しにくいため、屋内でアプ

　　リケーションを起動した場合、位置情報の取得に時間が

　　かかり、結果的には基地局情報を使用した位置情報を取

　　得することになる。基地局情報を使用した位置情報は、

　　GPSを使用した位置情報に比べると精度がはるかに劣る

　　ため、屋内でアプリケーションを起動した場合、真の現

　　在位置と少しずれた位置を取得してしまうことがある。

　　この問題への対応については、端末とネットワークの今

　　後の発展を待つことになる。
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携帯電話上では、同時に一つのiアプ
リしか動作できない。

JAMはJava仮想マシンから独立した
ネイティブコンポーネントであり、iアプ
リからこれを制御することはできない。

iアプリは携帯電話の記憶装置
(ScratchPad)に、制限されたアクセ
スしかできない。

iアプリが電話帳などの個人情報を含
んだネイティブデータを参照すること
はできない。

iアプリは、そのiアプリ自身のダウンロー
ド元であるサーバとしか通信できない。
（※）

iアプリが別のiアプリに干渉したり、
別のiアプリのデータにアクセスしたり
することはできない。

iアプリのダウンロードや管理はJAM
が行うため、ダウンロードしたiアプリ
の不正な行為やバグによる誤作動な
どから携帯電話が保護される。

ダウンロードした iアプリが、他の iア
プリのためにScratchPadに保存され
た個人情報などをユーザーの知らない
うちに読み込んで別のサーバに送信し
たり書き換えたりするなどの不正な行
為を行うことはできない。

iアプリを安心してダウンロードできる。

iアプリが、ユーザの知らない別のサー
バに対して情報を送信するようなこと
はない。

※今回開発したiアプリDXではダウンロード元サーバ以外に、利用企業サーバとの通信が承諾されている。
　この際、利用企業サーバ以外との通信を行うことはできない。また接続先として指定できるのは、各環境
　に対して1ドメインのみであり、指定したドメインと前方一致するURLに対してのみ通信が可能である。

図４  近隣お客様情報検索システム概略図
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4. おわりに
　位置情報と地図を利用したシステムは、モバイル市場にお

いて様々なものが存在し、多くの人にとって、日常生活の中

でなじみのあるものとなりつつある。しかしビジネスにおい

ては、まだまだ開拓の余地がある。今回はNTTドコモ携帯電

話向けに二つのサンプルアプリケーションを開発した。

　モバイル端末は、今後、外出先から「クラウドサービスに

アクセスする端末」という位置づけとなる可能性がある[８]。 

その際、位置情報と地図を用いることは、新しく便利なサー

ビスを考え出す手掛かりとなりうる。今後とも位置情報と地

図を利用したシステムの可能性を追求していきたい。
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GPS

（２） 物件情報登録・閲覧システムの機能

　　　物件情報登録閲覧システムは、外回りの営業担当者の

　　営業活動において、外出先で撮影した物件画像を、どの

　　お客さまの物件情報なのか識別するためお客さま情報と

　　関連付けて登録し、また営業先でお客さまの物件データ

　　を閲覧することで、営業活動の効率化をはかることを目的

　　としている。物件情報にお客さまを関連づけて登録する際と、

　　指定したお客さまの物件情報を閲覧する際には、お客さま

　　取得方法として「ひらがな検索」と「位置情報」のどち

　　らを利用するか選択可能となっている。「ひらがな検索」

　　を選択した場合、検索キーとして指定したひらがな文字を、

　　お客さま名の読み仮名に含むお客様名の一覧が取得できる。

　　「位置情報」を選択した場合、現在の位置情報を利用し、

　　現在地の周辺に所在するお客さま名一覧が、現在地と周辺

　　お客さま所在地にマーカーの付いた地図と共に取得できる。

　　位置情報を用いて周辺のお客さまを検索する際には、現在地

　　との南北、東西の距離差の選択肢として３km、１km、０.５km

　　の中から検索範囲を選択可能である。

　　　物件登録の機能に関しては、セキュリティを考慮し、登

　　録した物件画像が携帯端末に保存されないようになってい

　　る。図２と図３にそれぞれ、物件情報登録・閲覧システム

　　の利用イメージを示す。

　　　これらの iアプリDXを開発する際に、iアプリDXは、iア

　　プリをダウンロードしたサーバ以外に利用企業サーバと

　　の通信しか許されていないため、Google Static Mapの

　　取得方法を工夫する必要があった。iアプリをダウンロー

　　ドしたサーバ以外との通信は、サーバ上のCGIで対応する

　　ことで、この問題に対処した。

　　　なお、物件情報登録・閲覧システムでの検索範囲指定

　　において、現在位置の近くのお客さま一覧を取得している。

　　　その際、緯度と経度の差分情報から距離を算出する必

　　要がある。厳密には球面三角法を利用する必要があるが、

　　今回はそれ程の厳密性は不要であると判断されたため、

　　定数値を用いた簡易的な方法を用いている。

（４） セキュリティ上の工夫

　　　撮影した画像など、外部に漏らしてはいけない情報の取

　　り扱いについて厳密に仕様を決定した。たとえば、撮影し

　　た画像を利用企業サーバに登録した後に携帯電話から削除

　　し、携帯電話に画像データが残らないようにしている。ま

　　た、位置情報を利用企業サーバに送信する際に、ユーザに

　　対して確認画面を表示することによって、ユーザの予期し

　　ないところで位置情報を利用企業サーバに送信することが

　　ないようにしている。利用企業サーバには、NTTドコモ

　　の i モードサーバからのアクセスのみ許可することで、

　　CGIが第三者から実行されないように設定することができる。

　　　近隣お客さま情報検索システム、物件情報登録・閲覧シス

　　テムの画面遷移（主要な画面遷移）を図６、図７、図８に

　　それぞれ示す。

　　　図４と図５に、近隣お客さま情報検索システム、物件情

　　報登録・閲覧システムのシステム概略図を示す。

　　　利用企業サーバ上には、MySQLを稼働させ、携帯電話

　　からのリクエストを処理するためのCGIプログラムを、

　　perl言語を用いて開発した。Google Static Maps API

　　は、位置情報を指定すると、地図データを携帯電話で表

　　示可能なイメージとして返してくれるものである。携帯

　　電話向けに地図を用いたアプリケーションを容易に作成

　　可能であるが、通常のGoogleマップとは異なり静的マッ

　　プであるため、端末側でスクロールさせることはできない。

 

「iモード」、「iアプリ/アイアプリ」、「DoJa」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

GPS
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位置情報と地図を活用した
モバイル版営業支援システムに向けて

Toward Mobile Sales Support System Using Location Information and Map

1. はじめに 2. 位置情報と地図利用に関する
　 携帯電話の動向

特
集

特
集

特
集

　モバイル市場には次々と新しい機能・サービスが展開され

ている。その中でも、最近注目されているものとして、位置

情報と地図を使ったものがある。

　携帯電話の特徴である「小型」、「常に電源が入っている」、

「どこからでもインターネットにアクセス可能」という点は、

ビジネスに携帯電話アプリケーションを活用する上で重要な

ポイントとなる。携帯電話の機能を活用すれば、場所と時間

を気にすることなく企業の情報システムにアクセスして、顧

客への営業提案や契約の後押しになる情報を得ることができ、

ビジネスパーソンが円滑に仕事を進める手助けとなる。

　インテック及びインテックシステム研究所では、外勤の営

業担当者向けの営業支援システムとして、位置情報と地図を

利用した携帯電話アプリケーションを開発した。

　GPS(全地球測位システム)を利用して位置情報を得る機能は、

２００１年にKDDI社が日本で初めて携帯電話に搭載した。この

GPS携帯電話を使ったサービスは、利用方法の面から大きく

二つに分かれる。一つは携帯電話を持ち歩く本人が位置情報を

活用するもの、もう一つは携帯電話を持っている当人以外が端

末の位置情報を利用するものである[1]。 現在、携帯電話業界

において、各キャリアにより位置情報を利用したサービスが展

開されている[２]。 例えば、NTTドコモでは、今いる場所の

近くのお店などを調べることができる「iエリア」、子供など

大切な人の居場所を確認することができる「イマドコサーチ」

を提供している[３]。

　総務省により、２００７年４月以降の第３世代携帯電話への

GPS機能搭載が義務化された[２],[４]。現在、携帯電話の５０%

以上の機種にGPS機能が搭載されていると推定されている[２]。

　さらに、２００７年に「地理空間情報活用推進基本法」が施行

され、経済産業省は地理情報や位置情報などの地理空間情報を

活用したサービス産業の創出のため、地理空間に関する政策

プラン「G空間プロジェクト」を掲げている。２００８年には

約４兆円の地理空間情報サービス産業の市場規模が、２０１３年

には１０兆円程度に拡大するという展望が将来ビジョンとして

ある[５],[６]。政府主導で位置情報を日常生活、ビジネスに有

効利用しようとする動きがあり、位置情報と地図を利用したビ

ジネス発展の土台が整いつつある。

　携帯電話は常に身に付けているものであるため、それを利用

して人または人の周辺の情報を取得することができる。位置情

報の他に、温度、湿度、脈拍などが収集できる可能性がある

[７],[８]。これらの情報を利用して、サービス領域が拡大する

ことが予想できる。

　位置情報と地図を利用したモバイル版営業支援システムを目

指して、NTTドコモ携帯電話向けに２つのサンプルアプリケー

ションを開発した。どちらのアプリケーションも、GPSによ

る位置情報を利用していることが特徴である。

　GPSを利用した iアプリは、iアプリDX(またはトラステッド

iアプリ)と呼ばれ、通常の i アプリと区別される。この iアプ

リDXでは、従来の i アプリに課されていた制限のいくつかが

緩和され、ダウンロード元以外のサーバへの接続、携帯本体

に記憶されたデータへのアクセスなどが可能となっている。

しかし、こうした機能を使ってウイルスや情報搾取ソフトが

開発される危険を避けるため、iアプリDXを開発・配布する

ためには、開発の前後にNTTドコモによる厳密な審査を受け

る必要がある。

　地図を取得する際に、Google Static Maps APIを用いた

ことも、システムの特徴の一つである。Google Static Maps 

APIとはウェブページにGoogleマップの画像を埋め込むための

APIである。URLパラメータとして緯度・経度などを指定して、

Googleが指定するURLを呼び出すことで、地図画像のGIFファ

イルを取得することができる。Maps API キーを取得すること

で容易に利用可能である。なお、エンドユーザに課金する場合は、

Googleとの間で別途契約を締結する必要がある[９]。

（１） 近隣お客さま情報検索システムの機能

　　　近隣お客さま情報検索システムは、外回りの営業担当

　　者の営業活動において、外出先から現在地の近隣のお客

　　さまの位置情報を検索し、その位置をマーク付けした地

　　図を表示することにより、営業活動の効率化をはかるこ

　　とを目的としている。図１に、近隣お客さま情報検索シス

　　テムの利用イメージを示す。
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概要
　携帯電話アプリケーションとして、位置情報と地図を利用したものが増えている。グルメ情報提供、ゲームといっ

たように、携帯電話アプリケーションが対象ユーザーとしているのは、コンシューマであることが多く、ビジネスパー

ソンを対象ユーザーとしているものはあまり多くない。しかし、ビジネスにおいても、携帯電話の活用、さらに位置情

報と地図を取り入れたアプリケーションの導入は、ビジネスパーソンの行動を快適にし、円滑に仕事を進める手助

けとなると考えられる。携帯電話にGPS機能を標準搭載する時代となり、政府主導で位置情報を日常生活、ビジネ

スに有効利用しようとする動きがある。

　こうした流れを受け、外回りの営業担当者の営業支援ツールとして、位置情報と地図を利用したNTTドコモ携帯

電話向けアプリケーションを開発した。開発したのは、営業担当者が外出先にて現在地周辺のお客さまを検索する

機能をもつアプリケーションと、外出先で物件情報（不動産物件などの情報）を登録し後から物件情報を閲覧する

機能をもつアプリケーションの二つである。今後は携帯電話に限らず、位置情報と地図を利用したサービスを展開

していきたい。

3. 位置情報と地図を利用した
　 モバイル版営業支援システム

図１  近隣お客さま情報検索システムの利用イメージ

図２  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の利用イメージ

図３  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の利用イメージ

（３） 開発方式

　　　両システムとも、携帯電話上のソフトは、NTTドコモが

　　提供するDoJaというJavaの開発キットを用いて開発した。

　　　DoJaは、Java ME（Java Micro Edition）における

　　CLDC（Connected Limited Device Configuration）

　　上の実行環境の仕様の一つである。CLDCとは、携帯電話、

　　携帯情報端末など、比較的リソースの制限が厳しく、標

　　準的なJava仮想マシンの搭載が難しいデバイスを対象と

　　する実行環境である。DoJaでは、コンパイルしたClass

　　ファイル、及び実行に必要な画像や音楽データを含めて

　　Jar形式でパッケージ化する。

　　　i アプリ実行環境が搭載されている携帯電話には、携帯

　　電話にインストールされている i アプリを管理する、Java 

　　Application Manager(JAM)というコンポーネントが含

　　まれている。表１に、i アプリ実行環境特有であるJAMの 

　　セキュリティ機能をまとめたものを示す。

表１  JAMの提供するセキュリティ機能(文献[10]を抜粋し作成)

図６  近隣お客さま情報検索システムの画面遷移図（主要な画面遷移）

図７  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

図８  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

（５） 課題

　　　GPSの電波は屋内には伝搬しにくいため、屋内でアプ

　　リケーションを起動した場合、位置情報の取得に時間が

　　かかり、結果的には基地局情報を使用した位置情報を取

　　得することになる。基地局情報を使用した位置情報は、

　　GPSを使用した位置情報に比べると精度がはるかに劣る

　　ため、屋内でアプリケーションを起動した場合、真の現

　　在位置と少しずれた位置を取得してしまうことがある。

　　この問題への対応については、端末とネットワークの今

　　後の発展を待つことになる。
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携帯電話上では、同時に一つのiアプ
リしか動作できない。

JAMはJava仮想マシンから独立した
ネイティブコンポーネントであり、iアプ
リからこれを制御することはできない。

iアプリは携帯電話の記憶装置
(ScratchPad)に、制限されたアクセ
スしかできない。

iアプリが電話帳などの個人情報を含
んだネイティブデータを参照すること
はできない。

iアプリは、そのiアプリ自身のダウンロー
ド元であるサーバとしか通信できない。
（※）

iアプリが別のiアプリに干渉したり、
別のiアプリのデータにアクセスしたり
することはできない。

iアプリのダウンロードや管理はJAM
が行うため、ダウンロードしたiアプリ
の不正な行為やバグによる誤作動な
どから携帯電話が保護される。

ダウンロードした iアプリが、他の iア
プリのためにScratchPadに保存され
た個人情報などをユーザーの知らない
うちに読み込んで別のサーバに送信し
たり書き換えたりするなどの不正な行
為を行うことはできない。

iアプリを安心してダウンロードできる。

iアプリが、ユーザの知らない別のサー
バに対して情報を送信するようなこと
はない。

※今回開発したiアプリDXではダウンロード元サーバ以外に、利用企業サーバとの通信が承諾されている。
　この際、利用企業サーバ以外との通信を行うことはできない。また接続先として指定できるのは、各環境
　に対して1ドメインのみであり、指定したドメインと前方一致するURLに対してのみ通信が可能である。

図４  近隣お客様情報検索システム概略図
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図５  物件情報登録・閲覧システムのシステム概略図
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4. おわりに
　位置情報と地図を利用したシステムは、モバイル市場にお

いて様々なものが存在し、多くの人にとって、日常生活の中

でなじみのあるものとなりつつある。しかしビジネスにおい

ては、まだまだ開拓の余地がある。今回はNTTドコモ携帯電

話向けに二つのサンプルアプリケーションを開発した。

　モバイル端末は、今後、外出先から「クラウドサービスに

アクセスする端末」という位置づけとなる可能性がある[８]。 

その際、位置情報と地図を用いることは、新しく便利なサー

ビスを考え出す手掛かりとなりうる。今後とも位置情報と地

図を利用したシステムの可能性を追求していきたい。
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（２） 物件情報登録・閲覧システムの機能

　　　物件情報登録閲覧システムは、外回りの営業担当者の

　　営業活動において、外出先で撮影した物件画像を、どの

　　お客さまの物件情報なのか識別するためお客さま情報と

　　関連付けて登録し、また営業先でお客さまの物件データ

　　を閲覧することで、営業活動の効率化をはかることを目的

　　としている。物件情報にお客さまを関連づけて登録する際と、

　　指定したお客さまの物件情報を閲覧する際には、お客さま

　　取得方法として「ひらがな検索」と「位置情報」のどち

　　らを利用するか選択可能となっている。「ひらがな検索」

　　を選択した場合、検索キーとして指定したひらがな文字を、

　　お客さま名の読み仮名に含むお客様名の一覧が取得できる。

　　「位置情報」を選択した場合、現在の位置情報を利用し、

　　現在地の周辺に所在するお客さま名一覧が、現在地と周辺

　　お客さま所在地にマーカーの付いた地図と共に取得できる。

　　位置情報を用いて周辺のお客さまを検索する際には、現在地

　　との南北、東西の距離差の選択肢として３km、１km、０.５km

　　の中から検索範囲を選択可能である。

　　　物件登録の機能に関しては、セキュリティを考慮し、登

　　録した物件画像が携帯端末に保存されないようになってい

　　る。図２と図３にそれぞれ、物件情報登録・閲覧システム

　　の利用イメージを示す。

　　　これらの iアプリDXを開発する際に、iアプリDXは、iア

　　プリをダウンロードしたサーバ以外に利用企業サーバと

　　の通信しか許されていないため、Google Static Mapの

　　取得方法を工夫する必要があった。iアプリをダウンロー

　　ドしたサーバ以外との通信は、サーバ上のCGIで対応する

　　ことで、この問題に対処した。

　　　なお、物件情報登録・閲覧システムでの検索範囲指定

　　において、現在位置の近くのお客さま一覧を取得している。

　　　その際、緯度と経度の差分情報から距離を算出する必

　　要がある。厳密には球面三角法を利用する必要があるが、

　　今回はそれ程の厳密性は不要であると判断されたため、

　　定数値を用いた簡易的な方法を用いている。

（４） セキュリティ上の工夫

　　　撮影した画像など、外部に漏らしてはいけない情報の取

　　り扱いについて厳密に仕様を決定した。たとえば、撮影し

　　た画像を利用企業サーバに登録した後に携帯電話から削除

　　し、携帯電話に画像データが残らないようにしている。ま

　　た、位置情報を利用企業サーバに送信する際に、ユーザに

　　対して確認画面を表示することによって、ユーザの予期し

　　ないところで位置情報を利用企業サーバに送信することが

　　ないようにしている。利用企業サーバには、NTTドコモ

　　の i モードサーバからのアクセスのみ許可することで、

　　CGIが第三者から実行されないように設定することができる。

　　　近隣お客さま情報検索システム、物件情報登録・閲覧シス

　　テムの画面遷移（主要な画面遷移）を図６、図７、図８に

　　それぞれ示す。

　　　図４と図５に、近隣お客さま情報検索システム、物件情

　　報登録・閲覧システムのシステム概略図を示す。

　　　利用企業サーバ上には、MySQLを稼働させ、携帯電話

　　からのリクエストを処理するためのCGIプログラムを、

　　perl言語を用いて開発した。Google Static Maps API

　　は、位置情報を指定すると、地図データを携帯電話で表

　　示可能なイメージとして返してくれるものである。携帯

　　電話向けに地図を用いたアプリケーションを容易に作成

　　可能であるが、通常のGoogleマップとは異なり静的マッ

　　プであるため、端末側でスクロールさせることはできない。

 

「iモード」、「iアプリ/アイアプリ」、「DoJa」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

GPS
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位置情報と地図を活用した
モバイル版営業支援システムに向けて

Toward Mobile Sales Support System Using Location Information and Map

1. はじめに 2. 位置情報と地図利用に関する
　 携帯電話の動向
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　モバイル市場には次々と新しい機能・サービスが展開され

ている。その中でも、最近注目されているものとして、位置

情報と地図を使ったものがある。

　携帯電話の特徴である「小型」、「常に電源が入っている」、

「どこからでもインターネットにアクセス可能」という点は、

ビジネスに携帯電話アプリケーションを活用する上で重要な

ポイントとなる。携帯電話の機能を活用すれば、場所と時間

を気にすることなく企業の情報システムにアクセスして、顧

客への営業提案や契約の後押しになる情報を得ることができ、

ビジネスパーソンが円滑に仕事を進める手助けとなる。

　インテック及びインテックシステム研究所では、外勤の営

業担当者向けの営業支援システムとして、位置情報と地図を

利用した携帯電話アプリケーションを開発した。

　GPS(全地球測位システム)を利用して位置情報を得る機能は、

２００１年にKDDI社が日本で初めて携帯電話に搭載した。この

GPS携帯電話を使ったサービスは、利用方法の面から大きく

二つに分かれる。一つは携帯電話を持ち歩く本人が位置情報を

活用するもの、もう一つは携帯電話を持っている当人以外が端

末の位置情報を利用するものである[1]。 現在、携帯電話業界

において、各キャリアにより位置情報を利用したサービスが展

開されている[２]。 例えば、NTTドコモでは、今いる場所の

近くのお店などを調べることができる「iエリア」、子供など

大切な人の居場所を確認することができる「イマドコサーチ」

を提供している[３]。

　総務省により、２００７年４月以降の第３世代携帯電話への

GPS機能搭載が義務化された[２],[４]。現在、携帯電話の５０%

以上の機種にGPS機能が搭載されていると推定されている[２]。

　さらに、２００７年に「地理空間情報活用推進基本法」が施行

され、経済産業省は地理情報や位置情報などの地理空間情報を

活用したサービス産業の創出のため、地理空間に関する政策

プラン「G空間プロジェクト」を掲げている。２００８年には

約４兆円の地理空間情報サービス産業の市場規模が、２０１３年

には１０兆円程度に拡大するという展望が将来ビジョンとして

ある[５],[６]。政府主導で位置情報を日常生活、ビジネスに有

効利用しようとする動きがあり、位置情報と地図を利用したビ

ジネス発展の土台が整いつつある。

　携帯電話は常に身に付けているものであるため、それを利用

して人または人の周辺の情報を取得することができる。位置情

報の他に、温度、湿度、脈拍などが収集できる可能性がある

[７],[８]。これらの情報を利用して、サービス領域が拡大する

ことが予想できる。

　位置情報と地図を利用したモバイル版営業支援システムを目

指して、NTTドコモ携帯電話向けに２つのサンプルアプリケー

ションを開発した。どちらのアプリケーションも、GPSによ

る位置情報を利用していることが特徴である。

　GPSを利用した iアプリは、iアプリDX(またはトラステッド

iアプリ)と呼ばれ、通常の i アプリと区別される。この iアプ

リDXでは、従来の i アプリに課されていた制限のいくつかが

緩和され、ダウンロード元以外のサーバへの接続、携帯本体

に記憶されたデータへのアクセスなどが可能となっている。

しかし、こうした機能を使ってウイルスや情報搾取ソフトが

開発される危険を避けるため、iアプリDXを開発・配布する

ためには、開発の前後にNTTドコモによる厳密な審査を受け

る必要がある。

　地図を取得する際に、Google Static Maps APIを用いた

ことも、システムの特徴の一つである。Google Static Maps 

APIとはウェブページにGoogleマップの画像を埋め込むための

APIである。URLパラメータとして緯度・経度などを指定して、

Googleが指定するURLを呼び出すことで、地図画像のGIFファ

イルを取得することができる。Maps API キーを取得すること

で容易に利用可能である。なお、エンドユーザに課金する場合は、

Googleとの間で別途契約を締結する必要がある[９]。

（１） 近隣お客さま情報検索システムの機能

　　　近隣お客さま情報検索システムは、外回りの営業担当

　　者の営業活動において、外出先から現在地の近隣のお客

　　さまの位置情報を検索し、その位置をマーク付けした地

　　図を表示することにより、営業活動の効率化をはかるこ

　　とを目的としている。図１に、近隣お客さま情報検索シス

　　テムの利用イメージを示す。
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概要
　携帯電話アプリケーションとして、位置情報と地図を利用したものが増えている。グルメ情報提供、ゲームといっ

たように、携帯電話アプリケーションが対象ユーザーとしているのは、コンシューマであることが多く、ビジネスパー

ソンを対象ユーザーとしているものはあまり多くない。しかし、ビジネスにおいても、携帯電話の活用、さらに位置情

報と地図を取り入れたアプリケーションの導入は、ビジネスパーソンの行動を快適にし、円滑に仕事を進める手助

けとなると考えられる。携帯電話にGPS機能を標準搭載する時代となり、政府主導で位置情報を日常生活、ビジネ

スに有効利用しようとする動きがある。

　こうした流れを受け、外回りの営業担当者の営業支援ツールとして、位置情報と地図を利用したNTTドコモ携帯

電話向けアプリケーションを開発した。開発したのは、営業担当者が外出先にて現在地周辺のお客さまを検索する

機能をもつアプリケーションと、外出先で物件情報（不動産物件などの情報）を登録し後から物件情報を閲覧する

機能をもつアプリケーションの二つである。今後は携帯電話に限らず、位置情報と地図を利用したサービスを展開

していきたい。

3. 位置情報と地図を利用した
　 モバイル版営業支援システム

図１  近隣お客さま情報検索システムの利用イメージ

図２  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の利用イメージ

図３  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の利用イメージ

（３） 開発方式

　　　両システムとも、携帯電話上のソフトは、NTTドコモが

　　提供するDoJaというJavaの開発キットを用いて開発した。

　　　DoJaは、Java ME（Java Micro Edition）における

　　CLDC（Connected Limited Device Configuration）

　　上の実行環境の仕様の一つである。CLDCとは、携帯電話、

　　携帯情報端末など、比較的リソースの制限が厳しく、標

　　準的なJava仮想マシンの搭載が難しいデバイスを対象と

　　する実行環境である。DoJaでは、コンパイルしたClass

　　ファイル、及び実行に必要な画像や音楽データを含めて

　　Jar形式でパッケージ化する。

　　　i アプリ実行環境が搭載されている携帯電話には、携帯

　　電話にインストールされている i アプリを管理する、Java 

　　Application Manager(JAM)というコンポーネントが含

　　まれている。表１に、i アプリ実行環境特有であるJAMの 

　　セキュリティ機能をまとめたものを示す。

表１  JAMの提供するセキュリティ機能(文献[10]を抜粋し作成)

図６  近隣お客さま情報検索システムの画面遷移図（主要な画面遷移）

図７  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

図８  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

（５） 課題

　　　GPSの電波は屋内には伝搬しにくいため、屋内でアプ

　　リケーションを起動した場合、位置情報の取得に時間が

　　かかり、結果的には基地局情報を使用した位置情報を取

　　得することになる。基地局情報を使用した位置情報は、

　　GPSを使用した位置情報に比べると精度がはるかに劣る

　　ため、屋内でアプリケーションを起動した場合、真の現

　　在位置と少しずれた位置を取得してしまうことがある。

　　この問題への対応については、端末とネットワークの今

　　後の発展を待つことになる。
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（複数）送信

お客さま名を選択し、
お客さま番号送信

物件名・物件番号・
サムネイル画像
（複数）送信

物件名を選択し、
物件番号送信

物件画像・文章送信

物件画像・文章送信

物件名を選択し、
物件番号送信

物件名・物件番号・
サムネイル画像（複数）送信

お客さま名を選択し、
お客さま番号送信 マーカー付き地図、近隣お客さま名・

お客さま番号（複数）送信

Google Static Map 
リクエスト（現在地・近隣
お客さま（複数）の位置情報
送信）

マーカー付き
Google Static Map 所得

現在位置情報、お客さま
検索範囲送信

近隣お客さま名・
お客さま番号・お客
さま位置情報を、
検索範囲内で検索

お客さま番号に
紐づいた物件名、
物件番号、サム
ネイル画像検索

お客さまの物件名、
物件番号、サム
ネイル画像検索

物件画像、
文章検索

物件画像、
文章検索

お客さまデータ
ベースの管理

お客さま名検索
（部分一致）

訪問先でお客さまの
物件名、物件画像を
閲覧できる

サムネイル画像…登録済みの物件画像を元に作成された縮小画像
位置情報…GPSから取得した、経度、緯度

物件情報登録・閲覧
システムサーバ

見たい時にお客さまの
物件名、物件画像を
閲覧できる

携帯電話上では、同時に一つのiアプ
リしか動作できない。

JAMはJava仮想マシンから独立した
ネイティブコンポーネントであり、iアプ
リからこれを制御することはできない。

iアプリは携帯電話の記憶装置
(ScratchPad)に、制限されたアクセ
スしかできない。

iアプリが電話帳などの個人情報を含
んだネイティブデータを参照すること
はできない。

iアプリは、そのiアプリ自身のダウンロー
ド元であるサーバとしか通信できない。
（※）

iアプリが別のiアプリに干渉したり、
別のiアプリのデータにアクセスしたり
することはできない。

iアプリのダウンロードや管理はJAM
が行うため、ダウンロードしたiアプリ
の不正な行為やバグによる誤作動な
どから携帯電話が保護される。

ダウンロードした iアプリが、他の iア
プリのためにScratchPadに保存され
た個人情報などをユーザーの知らない
うちに読み込んで別のサーバに送信し
たり書き換えたりするなどの不正な行
為を行うことはできない。

iアプリを安心してダウンロードできる。

iアプリが、ユーザの知らない別のサー
バに対して情報を送信するようなこと
はない。

※今回開発したiアプリDXではダウンロード元サーバ以外に、利用企業サーバとの通信が承諾されている。
　この際、利用企業サーバ以外との通信を行うことはできない。また接続先として指定できるのは、各環境
　に対して1ドメインのみであり、指定したドメインと前方一致するURLに対してのみ通信が可能である。

図４  近隣お客様情報検索システム概略図

お客さま一覧、
GoogleStaticMap

ドコモ網iアプリDX

位置情報

インターネット

ダウンロード

i モードサーバ

ダウンロードサーバ

位置情報送信
Get要求

Googleサーバ

GoogleStaticMap

現在地周辺のお客さま名を検索

Googleサーバに現在地とお客さまの
所在地を示す地図を要求

Googleから取得した地図、お客さま名
一覧をユーザに渡す

お客さま
情報DB

利用企業サーバ

インターネット

位置情報送信
Get要求

Googleサーバ

GoogleStaticMap

インターネット

図５  物件情報登録・閲覧システムのシステム概略図

お客さま一覧、
GoogleStaticMap

ドコモ網i アプリDX

位置情報

インターネット

ダウンロード

i モードサーバ

ダウンロードサーバ

Googleサーバに現在地とお客さまの
所在地を示す地図を要求

Googleから取得した地図、お客さま名
一覧をユーザに渡す お客さま・

物件情報
DB

利用企業サーバ

現在地の周辺のお客さま名を検索
（かな検索利用・位置情報利用）

物件情報を登録

物件情報をユーザに渡す

物件情報を検索

MORITA Akiko

森田　聡子

● ITプラットフォームサービス事業部
● ユビキタスデバイス系の事業開発に従事

MORITA Norikazu

森田　記和

● ITプラットフォームサービス事業部
● ユビキタスデバイス系の事業開発に従事

SHINMORI Akihiro

新森　昭宏

● インテックシステム研究所　ICT研究部
● 博士（工学）、技術士（情報工学部門）
● 情報処理学会、言語処理学会、人工知能学会、
　ソフトウエア技術者協会、日本知財学会、ACM各会員

YOSHIDA Maki

吉田　麻紀

● インテックシステム研究所　ICT研究部
● iアプリ、RIA(Rich Internet Applications)関係の研究開発
　に従事
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4. おわりに
　位置情報と地図を利用したシステムは、モバイル市場にお

いて様々なものが存在し、多くの人にとって、日常生活の中

でなじみのあるものとなりつつある。しかしビジネスにおい

ては、まだまだ開拓の余地がある。今回はNTTドコモ携帯電

話向けに二つのサンプルアプリケーションを開発した。

　モバイル端末は、今後、外出先から「クラウドサービスに

アクセスする端末」という位置づけとなる可能性がある[８]。 

その際、位置情報と地図を用いることは、新しく便利なサー

ビスを考え出す手掛かりとなりうる。今後とも位置情報と地

図を利用したシステムの可能性を追求していきたい。
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（２） 物件情報登録・閲覧システムの機能

　　　物件情報登録閲覧システムは、外回りの営業担当者の

　　営業活動において、外出先で撮影した物件画像を、どの

　　お客さまの物件情報なのか識別するためお客さま情報と

　　関連付けて登録し、また営業先でお客さまの物件データ

　　を閲覧することで、営業活動の効率化をはかることを目的

　　としている。物件情報にお客さまを関連づけて登録する際と、

　　指定したお客さまの物件情報を閲覧する際には、お客さま

　　取得方法として「ひらがな検索」と「位置情報」のどち

　　らを利用するか選択可能となっている。「ひらがな検索」

　　を選択した場合、検索キーとして指定したひらがな文字を、

　　お客さま名の読み仮名に含むお客様名の一覧が取得できる。

　　「位置情報」を選択した場合、現在の位置情報を利用し、

　　現在地の周辺に所在するお客さま名一覧が、現在地と周辺

　　お客さま所在地にマーカーの付いた地図と共に取得できる。

　　位置情報を用いて周辺のお客さまを検索する際には、現在地

　　との南北、東西の距離差の選択肢として３km、１km、０.５km

　　の中から検索範囲を選択可能である。

　　　物件登録の機能に関しては、セキュリティを考慮し、登

　　録した物件画像が携帯端末に保存されないようになってい

　　る。図２と図３にそれぞれ、物件情報登録・閲覧システム

　　の利用イメージを示す。

　　　これらの iアプリDXを開発する際に、iアプリDXは、iア

　　プリをダウンロードしたサーバ以外に利用企業サーバと

　　の通信しか許されていないため、Google Static Mapの

　　取得方法を工夫する必要があった。iアプリをダウンロー

　　ドしたサーバ以外との通信は、サーバ上のCGIで対応する

　　ことで、この問題に対処した。

　　　なお、物件情報登録・閲覧システムでの検索範囲指定

　　において、現在位置の近くのお客さま一覧を取得している。

　　　その際、緯度と経度の差分情報から距離を算出する必

　　要がある。厳密には球面三角法を利用する必要があるが、

　　今回はそれ程の厳密性は不要であると判断されたため、

　　定数値を用いた簡易的な方法を用いている。

（４） セキュリティ上の工夫

　　　撮影した画像など、外部に漏らしてはいけない情報の取

　　り扱いについて厳密に仕様を決定した。たとえば、撮影し

　　た画像を利用企業サーバに登録した後に携帯電話から削除

　　し、携帯電話に画像データが残らないようにしている。ま

　　た、位置情報を利用企業サーバに送信する際に、ユーザに

　　対して確認画面を表示することによって、ユーザの予期し

　　ないところで位置情報を利用企業サーバに送信することが

　　ないようにしている。利用企業サーバには、NTTドコモ

　　の i モードサーバからのアクセスのみ許可することで、

　　CGIが第三者から実行されないように設定することができる。

　　　近隣お客さま情報検索システム、物件情報登録・閲覧シス

　　テムの画面遷移（主要な画面遷移）を図６、図７、図８に

　　それぞれ示す。

　　　図４と図５に、近隣お客さま情報検索システム、物件情

　　報登録・閲覧システムのシステム概略図を示す。

　　　利用企業サーバ上には、MySQLを稼働させ、携帯電話

　　からのリクエストを処理するためのCGIプログラムを、

　　perl言語を用いて開発した。Google Static Maps API

　　は、位置情報を指定すると、地図データを携帯電話で表

　　示可能なイメージとして返してくれるものである。携帯

　　電話向けに地図を用いたアプリケーションを容易に作成

　　可能であるが、通常のGoogleマップとは異なり静的マッ

　　プであるため、端末側でスクロールさせることはできない。

 

「iモード」、「iアプリ/アイアプリ」、「DoJa」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

GPS
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位置情報と地図を活用した
モバイル版営業支援システムに向けて

Toward Mobile Sales Support System Using Location Information and Map

1. はじめに 2. 位置情報と地図利用に関する
　 携帯電話の動向
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　モバイル市場には次々と新しい機能・サービスが展開され

ている。その中でも、最近注目されているものとして、位置

情報と地図を使ったものがある。

　携帯電話の特徴である「小型」、「常に電源が入っている」、

「どこからでもインターネットにアクセス可能」という点は、

ビジネスに携帯電話アプリケーションを活用する上で重要な

ポイントとなる。携帯電話の機能を活用すれば、場所と時間

を気にすることなく企業の情報システムにアクセスして、顧

客への営業提案や契約の後押しになる情報を得ることができ、

ビジネスパーソンが円滑に仕事を進める手助けとなる。

　インテック及びインテックシステム研究所では、外勤の営

業担当者向けの営業支援システムとして、位置情報と地図を

利用した携帯電話アプリケーションを開発した。

　GPS(全地球測位システム)を利用して位置情報を得る機能は、

２００１年にKDDI社が日本で初めて携帯電話に搭載した。この

GPS携帯電話を使ったサービスは、利用方法の面から大きく

二つに分かれる。一つは携帯電話を持ち歩く本人が位置情報を

活用するもの、もう一つは携帯電話を持っている当人以外が端

末の位置情報を利用するものである[1]。 現在、携帯電話業界

において、各キャリアにより位置情報を利用したサービスが展

開されている[２]。 例えば、NTTドコモでは、今いる場所の

近くのお店などを調べることができる「iエリア」、子供など

大切な人の居場所を確認することができる「イマドコサーチ」

を提供している[３]。

　総務省により、２００７年４月以降の第３世代携帯電話への

GPS機能搭載が義務化された[２],[４]。現在、携帯電話の５０%

以上の機種にGPS機能が搭載されていると推定されている[２]。

　さらに、２００７年に「地理空間情報活用推進基本法」が施行

され、経済産業省は地理情報や位置情報などの地理空間情報を

活用したサービス産業の創出のため、地理空間に関する政策

プラン「G空間プロジェクト」を掲げている。２００８年には

約４兆円の地理空間情報サービス産業の市場規模が、２０１３年

には１０兆円程度に拡大するという展望が将来ビジョンとして

ある[５],[６]。政府主導で位置情報を日常生活、ビジネスに有

効利用しようとする動きがあり、位置情報と地図を利用したビ

ジネス発展の土台が整いつつある。

　携帯電話は常に身に付けているものであるため、それを利用

して人または人の周辺の情報を取得することができる。位置情

報の他に、温度、湿度、脈拍などが収集できる可能性がある

[７],[８]。これらの情報を利用して、サービス領域が拡大する

ことが予想できる。

　位置情報と地図を利用したモバイル版営業支援システムを目

指して、NTTドコモ携帯電話向けに２つのサンプルアプリケー

ションを開発した。どちらのアプリケーションも、GPSによ

る位置情報を利用していることが特徴である。

　GPSを利用した iアプリは、iアプリDX(またはトラステッド

iアプリ)と呼ばれ、通常の i アプリと区別される。この iアプ

リDXでは、従来の i アプリに課されていた制限のいくつかが

緩和され、ダウンロード元以外のサーバへの接続、携帯本体

に記憶されたデータへのアクセスなどが可能となっている。

しかし、こうした機能を使ってウイルスや情報搾取ソフトが

開発される危険を避けるため、iアプリDXを開発・配布する

ためには、開発の前後にNTTドコモによる厳密な審査を受け

る必要がある。

　地図を取得する際に、Google Static Maps APIを用いた

ことも、システムの特徴の一つである。Google Static Maps 

APIとはウェブページにGoogleマップの画像を埋め込むための

APIである。URLパラメータとして緯度・経度などを指定して、

Googleが指定するURLを呼び出すことで、地図画像のGIFファ

イルを取得することができる。Maps API キーを取得すること

で容易に利用可能である。なお、エンドユーザに課金する場合は、

Googleとの間で別途契約を締結する必要がある[９]。

（１） 近隣お客さま情報検索システムの機能

　　　近隣お客さま情報検索システムは、外回りの営業担当

　　者の営業活動において、外出先から現在地の近隣のお客

　　さまの位置情報を検索し、その位置をマーク付けした地

　　図を表示することにより、営業活動の効率化をはかるこ

　　とを目的としている。図１に、近隣お客さま情報検索シス

　　テムの利用イメージを示す。
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概要
　携帯電話アプリケーションとして、位置情報と地図を利用したものが増えている。グルメ情報提供、ゲームといっ

たように、携帯電話アプリケーションが対象ユーザーとしているのは、コンシューマであることが多く、ビジネスパー

ソンを対象ユーザーとしているものはあまり多くない。しかし、ビジネスにおいても、携帯電話の活用、さらに位置情

報と地図を取り入れたアプリケーションの導入は、ビジネスパーソンの行動を快適にし、円滑に仕事を進める手助

けとなると考えられる。携帯電話にGPS機能を標準搭載する時代となり、政府主導で位置情報を日常生活、ビジネ

スに有効利用しようとする動きがある。

　こうした流れを受け、外回りの営業担当者の営業支援ツールとして、位置情報と地図を利用したNTTドコモ携帯

電話向けアプリケーションを開発した。開発したのは、営業担当者が外出先にて現在地周辺のお客さまを検索する

機能をもつアプリケーションと、外出先で物件情報（不動産物件などの情報）を登録し後から物件情報を閲覧する

機能をもつアプリケーションの二つである。今後は携帯電話に限らず、位置情報と地図を利用したサービスを展開

していきたい。

3. 位置情報と地図を利用した
　 モバイル版営業支援システム

図１  近隣お客さま情報検索システムの利用イメージ

図２  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の利用イメージ

図３  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の利用イメージ

（３） 開発方式

　　　両システムとも、携帯電話上のソフトは、NTTドコモが

　　提供するDoJaというJavaの開発キットを用いて開発した。

　　　DoJaは、Java ME（Java Micro Edition）における

　　CLDC（Connected Limited Device Configuration）

　　上の実行環境の仕様の一つである。CLDCとは、携帯電話、

　　携帯情報端末など、比較的リソースの制限が厳しく、標

　　準的なJava仮想マシンの搭載が難しいデバイスを対象と

　　する実行環境である。DoJaでは、コンパイルしたClass

　　ファイル、及び実行に必要な画像や音楽データを含めて

　　Jar形式でパッケージ化する。

　　　i アプリ実行環境が搭載されている携帯電話には、携帯

　　電話にインストールされている i アプリを管理する、Java 

　　Application Manager(JAM)というコンポーネントが含

　　まれている。表１に、i アプリ実行環境特有であるJAMの 

　　セキュリティ機能をまとめたものを示す。

表１  JAMの提供するセキュリティ機能(文献[10]を抜粋し作成)

図６  近隣お客さま情報検索システムの画面遷移図（主要な画面遷移）

図７  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

図８  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

（５） 課題

　　　GPSの電波は屋内には伝搬しにくいため、屋内でアプ

　　リケーションを起動した場合、位置情報の取得に時間が

　　かかり、結果的には基地局情報を使用した位置情報を取

　　得することになる。基地局情報を使用した位置情報は、

　　GPSを使用した位置情報に比べると精度がはるかに劣る

　　ため、屋内でアプリケーションを起動した場合、真の現

　　在位置と少しずれた位置を取得してしまうことがある。

　　この問題への対応については、端末とネットワークの今

　　後の発展を待つことになる。
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携帯電話上では、同時に一つのiアプ
リしか動作できない。

JAMはJava仮想マシンから独立した
ネイティブコンポーネントであり、iアプ
リからこれを制御することはできない。

iアプリは携帯電話の記憶装置
(ScratchPad)に、制限されたアクセ
スしかできない。

iアプリが電話帳などの個人情報を含
んだネイティブデータを参照すること
はできない。

iアプリは、そのiアプリ自身のダウンロー
ド元であるサーバとしか通信できない。
（※）

iアプリが別のiアプリに干渉したり、
別のiアプリのデータにアクセスしたり
することはできない。

iアプリのダウンロードや管理はJAM
が行うため、ダウンロードしたiアプリ
の不正な行為やバグによる誤作動な
どから携帯電話が保護される。

ダウンロードした iアプリが、他の iア
プリのためにScratchPadに保存され
た個人情報などをユーザーの知らない
うちに読み込んで別のサーバに送信し
たり書き換えたりするなどの不正な行
為を行うことはできない。

iアプリを安心してダウンロードできる。

iアプリが、ユーザの知らない別のサー
バに対して情報を送信するようなこと
はない。

※今回開発したiアプリDXではダウンロード元サーバ以外に、利用企業サーバとの通信が承諾されている。
　この際、利用企業サーバ以外との通信を行うことはできない。また接続先として指定できるのは、各環境
　に対して1ドメインのみであり、指定したドメインと前方一致するURLに対してのみ通信が可能である。

図４  近隣お客様情報検索システム概略図
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4. おわりに
　位置情報と地図を利用したシステムは、モバイル市場にお

いて様々なものが存在し、多くの人にとって、日常生活の中

でなじみのあるものとなりつつある。しかしビジネスにおい

ては、まだまだ開拓の余地がある。今回はNTTドコモ携帯電

話向けに二つのサンプルアプリケーションを開発した。

　モバイル端末は、今後、外出先から「クラウドサービスに

アクセスする端末」という位置づけとなる可能性がある[８]。 

その際、位置情報と地図を用いることは、新しく便利なサー

ビスを考え出す手掛かりとなりうる。今後とも位置情報と地

図を利用したシステムの可能性を追求していきたい。
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（２） 物件情報登録・閲覧システムの機能

　　　物件情報登録閲覧システムは、外回りの営業担当者の

　　営業活動において、外出先で撮影した物件画像を、どの

　　お客さまの物件情報なのか識別するためお客さま情報と

　　関連付けて登録し、また営業先でお客さまの物件データ

　　を閲覧することで、営業活動の効率化をはかることを目的

　　としている。物件情報にお客さまを関連づけて登録する際と、

　　指定したお客さまの物件情報を閲覧する際には、お客さま

　　取得方法として「ひらがな検索」と「位置情報」のどち

　　らを利用するか選択可能となっている。「ひらがな検索」

　　を選択した場合、検索キーとして指定したひらがな文字を、

　　お客さま名の読み仮名に含むお客様名の一覧が取得できる。

　　「位置情報」を選択した場合、現在の位置情報を利用し、

　　現在地の周辺に所在するお客さま名一覧が、現在地と周辺

　　お客さま所在地にマーカーの付いた地図と共に取得できる。

　　位置情報を用いて周辺のお客さまを検索する際には、現在地

　　との南北、東西の距離差の選択肢として３km、１km、０.５km

　　の中から検索範囲を選択可能である。

　　　物件登録の機能に関しては、セキュリティを考慮し、登

　　録した物件画像が携帯端末に保存されないようになってい

　　る。図２と図３にそれぞれ、物件情報登録・閲覧システム

　　の利用イメージを示す。

　　　これらの iアプリDXを開発する際に、iアプリDXは、iア

　　プリをダウンロードしたサーバ以外に利用企業サーバと

　　の通信しか許されていないため、Google Static Mapの

　　取得方法を工夫する必要があった。iアプリをダウンロー

　　ドしたサーバ以外との通信は、サーバ上のCGIで対応する

　　ことで、この問題に対処した。

　　　なお、物件情報登録・閲覧システムでの検索範囲指定

　　において、現在位置の近くのお客さま一覧を取得している。

　　　その際、緯度と経度の差分情報から距離を算出する必

　　要がある。厳密には球面三角法を利用する必要があるが、

　　今回はそれ程の厳密性は不要であると判断されたため、

　　定数値を用いた簡易的な方法を用いている。

（４） セキュリティ上の工夫

　　　撮影した画像など、外部に漏らしてはいけない情報の取

　　り扱いについて厳密に仕様を決定した。たとえば、撮影し

　　た画像を利用企業サーバに登録した後に携帯電話から削除

　　し、携帯電話に画像データが残らないようにしている。ま

　　た、位置情報を利用企業サーバに送信する際に、ユーザに

　　対して確認画面を表示することによって、ユーザの予期し

　　ないところで位置情報を利用企業サーバに送信することが

　　ないようにしている。利用企業サーバには、NTTドコモ

　　の i モードサーバからのアクセスのみ許可することで、

　　CGIが第三者から実行されないように設定することができる。

　　　近隣お客さま情報検索システム、物件情報登録・閲覧シス

　　テムの画面遷移（主要な画面遷移）を図６、図７、図８に

　　それぞれ示す。

　　　図４と図５に、近隣お客さま情報検索システム、物件情

　　報登録・閲覧システムのシステム概略図を示す。

　　　利用企業サーバ上には、MySQLを稼働させ、携帯電話

　　からのリクエストを処理するためのCGIプログラムを、

　　perl言語を用いて開発した。Google Static Maps API

　　は、位置情報を指定すると、地図データを携帯電話で表

　　示可能なイメージとして返してくれるものである。携帯

　　電話向けに地図を用いたアプリケーションを容易に作成

　　可能であるが、通常のGoogleマップとは異なり静的マッ

　　プであるため、端末側でスクロールさせることはできない。

 

「iモード」、「iアプリ/アイアプリ」、「DoJa」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
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1. はじめに 2. 位置情報と地図利用に関する
　 携帯電話の動向
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　モバイル市場には次々と新しい機能・サービスが展開され

ている。その中でも、最近注目されているものとして、位置

情報と地図を使ったものがある。

　携帯電話の特徴である「小型」、「常に電源が入っている」、

「どこからでもインターネットにアクセス可能」という点は、

ビジネスに携帯電話アプリケーションを活用する上で重要な

ポイントとなる。携帯電話の機能を活用すれば、場所と時間

を気にすることなく企業の情報システムにアクセスして、顧

客への営業提案や契約の後押しになる情報を得ることができ、

ビジネスパーソンが円滑に仕事を進める手助けとなる。

　インテック及びインテックシステム研究所では、外勤の営

業担当者向けの営業支援システムとして、位置情報と地図を

利用した携帯電話アプリケーションを開発した。

　GPS(全地球測位システム)を利用して位置情報を得る機能は、

２００１年にKDDI社が日本で初めて携帯電話に搭載した。この

GPS携帯電話を使ったサービスは、利用方法の面から大きく

二つに分かれる。一つは携帯電話を持ち歩く本人が位置情報を

活用するもの、もう一つは携帯電話を持っている当人以外が端

末の位置情報を利用するものである[1]。 現在、携帯電話業界

において、各キャリアにより位置情報を利用したサービスが展

開されている[２]。 例えば、NTTドコモでは、今いる場所の

近くのお店などを調べることができる「iエリア」、子供など

大切な人の居場所を確認することができる「イマドコサーチ」

を提供している[３]。

　総務省により、２００７年４月以降の第３世代携帯電話への

GPS機能搭載が義務化された[２],[４]。現在、携帯電話の５０%

以上の機種にGPS機能が搭載されていると推定されている[２]。

　さらに、２００７年に「地理空間情報活用推進基本法」が施行

され、経済産業省は地理情報や位置情報などの地理空間情報を

活用したサービス産業の創出のため、地理空間に関する政策

プラン「G空間プロジェクト」を掲げている。２００８年には

約４兆円の地理空間情報サービス産業の市場規模が、２０１３年

には１０兆円程度に拡大するという展望が将来ビジョンとして

ある[５],[６]。政府主導で位置情報を日常生活、ビジネスに有

効利用しようとする動きがあり、位置情報と地図を利用したビ

ジネス発展の土台が整いつつある。

　携帯電話は常に身に付けているものであるため、それを利用

して人または人の周辺の情報を取得することができる。位置情

報の他に、温度、湿度、脈拍などが収集できる可能性がある

[７],[８]。これらの情報を利用して、サービス領域が拡大する

ことが予想できる。

　位置情報と地図を利用したモバイル版営業支援システムを目

指して、NTTドコモ携帯電話向けに２つのサンプルアプリケー

ションを開発した。どちらのアプリケーションも、GPSによ

る位置情報を利用していることが特徴である。

　GPSを利用した iアプリは、iアプリDX(またはトラステッド

iアプリ)と呼ばれ、通常の i アプリと区別される。この iアプ

リDXでは、従来の i アプリに課されていた制限のいくつかが

緩和され、ダウンロード元以外のサーバへの接続、携帯本体

に記憶されたデータへのアクセスなどが可能となっている。

しかし、こうした機能を使ってウイルスや情報搾取ソフトが

開発される危険を避けるため、iアプリDXを開発・配布する

ためには、開発の前後にNTTドコモによる厳密な審査を受け

る必要がある。

　地図を取得する際に、Google Static Maps APIを用いた

ことも、システムの特徴の一つである。Google Static Maps 

APIとはウェブページにGoogleマップの画像を埋め込むための

APIである。URLパラメータとして緯度・経度などを指定して、

Googleが指定するURLを呼び出すことで、地図画像のGIFファ

イルを取得することができる。Maps API キーを取得すること

で容易に利用可能である。なお、エンドユーザに課金する場合は、

Googleとの間で別途契約を締結する必要がある[９]。

（１） 近隣お客さま情報検索システムの機能

　　　近隣お客さま情報検索システムは、外回りの営業担当

　　者の営業活動において、外出先から現在地の近隣のお客

　　さまの位置情報を検索し、その位置をマーク付けした地

　　図を表示することにより、営業活動の効率化をはかるこ

　　とを目的としている。図１に、近隣お客さま情報検索シス

　　テムの利用イメージを示す。
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概要
　携帯電話アプリケーションとして、位置情報と地図を利用したものが増えている。グルメ情報提供、ゲームといっ

たように、携帯電話アプリケーションが対象ユーザーとしているのは、コンシューマであることが多く、ビジネスパー

ソンを対象ユーザーとしているものはあまり多くない。しかし、ビジネスにおいても、携帯電話の活用、さらに位置情

報と地図を取り入れたアプリケーションの導入は、ビジネスパーソンの行動を快適にし、円滑に仕事を進める手助

けとなると考えられる。携帯電話にGPS機能を標準搭載する時代となり、政府主導で位置情報を日常生活、ビジネ

スに有効利用しようとする動きがある。

　こうした流れを受け、外回りの営業担当者の営業支援ツールとして、位置情報と地図を利用したNTTドコモ携帯

電話向けアプリケーションを開発した。開発したのは、営業担当者が外出先にて現在地周辺のお客さまを検索する

機能をもつアプリケーションと、外出先で物件情報（不動産物件などの情報）を登録し後から物件情報を閲覧する

機能をもつアプリケーションの二つである。今後は携帯電話に限らず、位置情報と地図を利用したサービスを展開

していきたい。

3. 位置情報と地図を利用した
　 モバイル版営業支援システム

図１  近隣お客さま情報検索システムの利用イメージ

図２  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の利用イメージ

図３  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の利用イメージ

（３） 開発方式

　　　両システムとも、携帯電話上のソフトは、NTTドコモが

　　提供するDoJaというJavaの開発キットを用いて開発した。

　　　DoJaは、Java ME（Java Micro Edition）における

　　CLDC（Connected Limited Device Configuration）

　　上の実行環境の仕様の一つである。CLDCとは、携帯電話、

　　携帯情報端末など、比較的リソースの制限が厳しく、標

　　準的なJava仮想マシンの搭載が難しいデバイスを対象と

　　する実行環境である。DoJaでは、コンパイルしたClass

　　ファイル、及び実行に必要な画像や音楽データを含めて

　　Jar形式でパッケージ化する。

　　　i アプリ実行環境が搭載されている携帯電話には、携帯

　　電話にインストールされている i アプリを管理する、Java 

　　Application Manager(JAM)というコンポーネントが含

　　まれている。表１に、i アプリ実行環境特有であるJAMの 

　　セキュリティ機能をまとめたものを示す。

表１  JAMの提供するセキュリティ機能(文献[10]を抜粋し作成)

図６  近隣お客さま情報検索システムの画面遷移図（主要な画面遷移）

図７  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

図８  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

（５） 課題

　　　GPSの電波は屋内には伝搬しにくいため、屋内でアプ

　　リケーションを起動した場合、位置情報の取得に時間が

　　かかり、結果的には基地局情報を使用した位置情報を取

　　得することになる。基地局情報を使用した位置情報は、

　　GPSを使用した位置情報に比べると精度がはるかに劣る

　　ため、屋内でアプリケーションを起動した場合、真の現

　　在位置と少しずれた位置を取得してしまうことがある。

　　この問題への対応については、端末とネットワークの今

　　後の発展を待つことになる。
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携帯電話上では、同時に一つのiアプ
リしか動作できない。

JAMはJava仮想マシンから独立した
ネイティブコンポーネントであり、iアプ
リからこれを制御することはできない。

iアプリは携帯電話の記憶装置
(ScratchPad)に、制限されたアクセ
スしかできない。

iアプリが電話帳などの個人情報を含
んだネイティブデータを参照すること
はできない。

iアプリは、そのiアプリ自身のダウンロー
ド元であるサーバとしか通信できない。
（※）

iアプリが別のiアプリに干渉したり、
別のiアプリのデータにアクセスしたり
することはできない。

iアプリのダウンロードや管理はJAM
が行うため、ダウンロードしたiアプリ
の不正な行為やバグによる誤作動な
どから携帯電話が保護される。

ダウンロードした iアプリが、他の iア
プリのためにScratchPadに保存され
た個人情報などをユーザーの知らない
うちに読み込んで別のサーバに送信し
たり書き換えたりするなどの不正な行
為を行うことはできない。

iアプリを安心してダウンロードできる。

iアプリが、ユーザの知らない別のサー
バに対して情報を送信するようなこと
はない。

※今回開発したiアプリDXではダウンロード元サーバ以外に、利用企業サーバとの通信が承諾されている。
　この際、利用企業サーバ以外との通信を行うことはできない。また接続先として指定できるのは、各環境
　に対して1ドメインのみであり、指定したドメインと前方一致するURLに対してのみ通信が可能である。

図４  近隣お客様情報検索システム概略図
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4. おわりに
　位置情報と地図を利用したシステムは、モバイル市場にお

いて様々なものが存在し、多くの人にとって、日常生活の中

でなじみのあるものとなりつつある。しかしビジネスにおい

ては、まだまだ開拓の余地がある。今回はNTTドコモ携帯電

話向けに二つのサンプルアプリケーションを開発した。

　モバイル端末は、今後、外出先から「クラウドサービスに

アクセスする端末」という位置づけとなる可能性がある[８]。 

その際、位置情報と地図を用いることは、新しく便利なサー

ビスを考え出す手掛かりとなりうる。今後とも位置情報と地

図を利用したシステムの可能性を追求していきたい。
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（２） 物件情報登録・閲覧システムの機能

　　　物件情報登録閲覧システムは、外回りの営業担当者の

　　営業活動において、外出先で撮影した物件画像を、どの

　　お客さまの物件情報なのか識別するためお客さま情報と

　　関連付けて登録し、また営業先でお客さまの物件データ

　　を閲覧することで、営業活動の効率化をはかることを目的

　　としている。物件情報にお客さまを関連づけて登録する際と、

　　指定したお客さまの物件情報を閲覧する際には、お客さま

　　取得方法として「ひらがな検索」と「位置情報」のどち

　　らを利用するか選択可能となっている。「ひらがな検索」

　　を選択した場合、検索キーとして指定したひらがな文字を、

　　お客さま名の読み仮名に含むお客様名の一覧が取得できる。

　　「位置情報」を選択した場合、現在の位置情報を利用し、

　　現在地の周辺に所在するお客さま名一覧が、現在地と周辺

　　お客さま所在地にマーカーの付いた地図と共に取得できる。

　　位置情報を用いて周辺のお客さまを検索する際には、現在地

　　との南北、東西の距離差の選択肢として３km、１km、０.５km

　　の中から検索範囲を選択可能である。

　　　物件登録の機能に関しては、セキュリティを考慮し、登

　　録した物件画像が携帯端末に保存されないようになってい

　　る。図２と図３にそれぞれ、物件情報登録・閲覧システム

　　の利用イメージを示す。

　　　これらの iアプリDXを開発する際に、iアプリDXは、iア

　　プリをダウンロードしたサーバ以外に利用企業サーバと

　　の通信しか許されていないため、Google Static Mapの

　　取得方法を工夫する必要があった。iアプリをダウンロー

　　ドしたサーバ以外との通信は、サーバ上のCGIで対応する

　　ことで、この問題に対処した。

　　　なお、物件情報登録・閲覧システムでの検索範囲指定

　　において、現在位置の近くのお客さま一覧を取得している。

　　　その際、緯度と経度の差分情報から距離を算出する必

　　要がある。厳密には球面三角法を利用する必要があるが、

　　今回はそれ程の厳密性は不要であると判断されたため、

　　定数値を用いた簡易的な方法を用いている。

（４） セキュリティ上の工夫

　　　撮影した画像など、外部に漏らしてはいけない情報の取

　　り扱いについて厳密に仕様を決定した。たとえば、撮影し

　　た画像を利用企業サーバに登録した後に携帯電話から削除

　　し、携帯電話に画像データが残らないようにしている。ま

　　た、位置情報を利用企業サーバに送信する際に、ユーザに

　　対して確認画面を表示することによって、ユーザの予期し

　　ないところで位置情報を利用企業サーバに送信することが

　　ないようにしている。利用企業サーバには、NTTドコモ

　　の i モードサーバからのアクセスのみ許可することで、

　　CGIが第三者から実行されないように設定することができる。

　　　近隣お客さま情報検索システム、物件情報登録・閲覧シス

　　テムの画面遷移（主要な画面遷移）を図６、図７、図８に

　　それぞれ示す。

　　　図４と図５に、近隣お客さま情報検索システム、物件情

　　報登録・閲覧システムのシステム概略図を示す。

　　　利用企業サーバ上には、MySQLを稼働させ、携帯電話

　　からのリクエストを処理するためのCGIプログラムを、

　　perl言語を用いて開発した。Google Static Maps API

　　は、位置情報を指定すると、地図データを携帯電話で表

　　示可能なイメージとして返してくれるものである。携帯

　　電話向けに地図を用いたアプリケーションを容易に作成

　　可能であるが、通常のGoogleマップとは異なり静的マッ

　　プであるため、端末側でスクロールさせることはできない。

 

「iモード」、「iアプリ/アイアプリ」、「DoJa」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

GPS
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位置情報と地図を活用した
モバイル版営業支援システムに向けて

Toward Mobile Sales Support System Using Location Information and Map

1. はじめに 2. 位置情報と地図利用に関する
　 携帯電話の動向

特
集

特
集

特
集

　モバイル市場には次々と新しい機能・サービスが展開され

ている。その中でも、最近注目されているものとして、位置

情報と地図を使ったものがある。

　携帯電話の特徴である「小型」、「常に電源が入っている」、

「どこからでもインターネットにアクセス可能」という点は、

ビジネスに携帯電話アプリケーションを活用する上で重要な

ポイントとなる。携帯電話の機能を活用すれば、場所と時間

を気にすることなく企業の情報システムにアクセスして、顧

客への営業提案や契約の後押しになる情報を得ることができ、

ビジネスパーソンが円滑に仕事を進める手助けとなる。

　インテック及びインテックシステム研究所では、外勤の営

業担当者向けの営業支援システムとして、位置情報と地図を

利用した携帯電話アプリケーションを開発した。

　GPS(全地球測位システム)を利用して位置情報を得る機能は、

２００１年にKDDI社が日本で初めて携帯電話に搭載した。この

GPS携帯電話を使ったサービスは、利用方法の面から大きく

二つに分かれる。一つは携帯電話を持ち歩く本人が位置情報を

活用するもの、もう一つは携帯電話を持っている当人以外が端

末の位置情報を利用するものである[1]。 現在、携帯電話業界

において、各キャリアにより位置情報を利用したサービスが展

開されている[２]。 例えば、NTTドコモでは、今いる場所の

近くのお店などを調べることができる「iエリア」、子供など

大切な人の居場所を確認することができる「イマドコサーチ」

を提供している[３]。

　総務省により、２００７年４月以降の第３世代携帯電話への

GPS機能搭載が義務化された[２],[４]。現在、携帯電話の５０%

以上の機種にGPS機能が搭載されていると推定されている[２]。

　さらに、２００７年に「地理空間情報活用推進基本法」が施行

され、経済産業省は地理情報や位置情報などの地理空間情報を

活用したサービス産業の創出のため、地理空間に関する政策

プラン「G空間プロジェクト」を掲げている。２００８年には

約４兆円の地理空間情報サービス産業の市場規模が、２０１３年

には１０兆円程度に拡大するという展望が将来ビジョンとして

ある[５],[６]。政府主導で位置情報を日常生活、ビジネスに有

効利用しようとする動きがあり、位置情報と地図を利用したビ

ジネス発展の土台が整いつつある。

　携帯電話は常に身に付けているものであるため、それを利用

して人または人の周辺の情報を取得することができる。位置情

報の他に、温度、湿度、脈拍などが収集できる可能性がある

[７],[８]。これらの情報を利用して、サービス領域が拡大する

ことが予想できる。

　位置情報と地図を利用したモバイル版営業支援システムを目

指して、NTTドコモ携帯電話向けに２つのサンプルアプリケー

ションを開発した。どちらのアプリケーションも、GPSによ

る位置情報を利用していることが特徴である。

　GPSを利用した iアプリは、iアプリDX(またはトラステッド

iアプリ)と呼ばれ、通常の i アプリと区別される。この iアプ

リDXでは、従来の i アプリに課されていた制限のいくつかが

緩和され、ダウンロード元以外のサーバへの接続、携帯本体

に記憶されたデータへのアクセスなどが可能となっている。

しかし、こうした機能を使ってウイルスや情報搾取ソフトが

開発される危険を避けるため、iアプリDXを開発・配布する

ためには、開発の前後にNTTドコモによる厳密な審査を受け

る必要がある。

　地図を取得する際に、Google Static Maps APIを用いた

ことも、システムの特徴の一つである。Google Static Maps 

APIとはウェブページにGoogleマップの画像を埋め込むための

APIである。URLパラメータとして緯度・経度などを指定して、

Googleが指定するURLを呼び出すことで、地図画像のGIFファ

イルを取得することができる。Maps API キーを取得すること

で容易に利用可能である。なお、エンドユーザに課金する場合は、

Googleとの間で別途契約を締結する必要がある[９]。

（１） 近隣お客さま情報検索システムの機能

　　　近隣お客さま情報検索システムは、外回りの営業担当

　　者の営業活動において、外出先から現在地の近隣のお客

　　さまの位置情報を検索し、その位置をマーク付けした地

　　図を表示することにより、営業活動の効率化をはかるこ

　　とを目的としている。図１に、近隣お客さま情報検索シス

　　テムの利用イメージを示す。
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概要
　携帯電話アプリケーションとして、位置情報と地図を利用したものが増えている。グルメ情報提供、ゲームといっ

たように、携帯電話アプリケーションが対象ユーザーとしているのは、コンシューマであることが多く、ビジネスパー

ソンを対象ユーザーとしているものはあまり多くない。しかし、ビジネスにおいても、携帯電話の活用、さらに位置情

報と地図を取り入れたアプリケーションの導入は、ビジネスパーソンの行動を快適にし、円滑に仕事を進める手助

けとなると考えられる。携帯電話にGPS機能を標準搭載する時代となり、政府主導で位置情報を日常生活、ビジネ

スに有効利用しようとする動きがある。

　こうした流れを受け、外回りの営業担当者の営業支援ツールとして、位置情報と地図を利用したNTTドコモ携帯

電話向けアプリケーションを開発した。開発したのは、営業担当者が外出先にて現在地周辺のお客さまを検索する

機能をもつアプリケーションと、外出先で物件情報（不動産物件などの情報）を登録し後から物件情報を閲覧する

機能をもつアプリケーションの二つである。今後は携帯電話に限らず、位置情報と地図を利用したサービスを展開

していきたい。

3. 位置情報と地図を利用した
　 モバイル版営業支援システム

図１  近隣お客さま情報検索システムの利用イメージ

図２  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の利用イメージ

図３  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の利用イメージ

（３） 開発方式

　　　両システムとも、携帯電話上のソフトは、NTTドコモが

　　提供するDoJaというJavaの開発キットを用いて開発した。

　　　DoJaは、Java ME（Java Micro Edition）における

　　CLDC（Connected Limited Device Configuration）

　　上の実行環境の仕様の一つである。CLDCとは、携帯電話、

　　携帯情報端末など、比較的リソースの制限が厳しく、標

　　準的なJava仮想マシンの搭載が難しいデバイスを対象と

　　する実行環境である。DoJaでは、コンパイルしたClass

　　ファイル、及び実行に必要な画像や音楽データを含めて

　　Jar形式でパッケージ化する。

　　　i アプリ実行環境が搭載されている携帯電話には、携帯

　　電話にインストールされている i アプリを管理する、Java 

　　Application Manager(JAM)というコンポーネントが含

　　まれている。表１に、i アプリ実行環境特有であるJAMの 

　　セキュリティ機能をまとめたものを示す。

表１  JAMの提供するセキュリティ機能(文献[10]を抜粋し作成)

図６  近隣お客さま情報検索システムの画面遷移図（主要な画面遷移）

図７  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

図８  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

（５） 課題

　　　GPSの電波は屋内には伝搬しにくいため、屋内でアプ

　　リケーションを起動した場合、位置情報の取得に時間が

　　かかり、結果的には基地局情報を使用した位置情報を取

　　得することになる。基地局情報を使用した位置情報は、

　　GPSを使用した位置情報に比べると精度がはるかに劣る

　　ため、屋内でアプリケーションを起動した場合、真の現

　　在位置と少しずれた位置を取得してしまうことがある。

　　この問題への対応については、端末とネットワークの今

　　後の発展を待つことになる。
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携帯電話上では、同時に一つのiアプ
リしか動作できない。

JAMはJava仮想マシンから独立した
ネイティブコンポーネントであり、iアプ
リからこれを制御することはできない。

iアプリは携帯電話の記憶装置
(ScratchPad)に、制限されたアクセ
スしかできない。

iアプリが電話帳などの個人情報を含
んだネイティブデータを参照すること
はできない。

iアプリは、そのiアプリ自身のダウンロー
ド元であるサーバとしか通信できない。
（※）

iアプリが別のiアプリに干渉したり、
別のiアプリのデータにアクセスしたり
することはできない。

iアプリのダウンロードや管理はJAM
が行うため、ダウンロードしたiアプリ
の不正な行為やバグによる誤作動な
どから携帯電話が保護される。

ダウンロードした iアプリが、他の iア
プリのためにScratchPadに保存され
た個人情報などをユーザーの知らない
うちに読み込んで別のサーバに送信し
たり書き換えたりするなどの不正な行
為を行うことはできない。

iアプリを安心してダウンロードできる。

iアプリが、ユーザの知らない別のサー
バに対して情報を送信するようなこと
はない。

※今回開発したiアプリDXではダウンロード元サーバ以外に、利用企業サーバとの通信が承諾されている。
　この際、利用企業サーバ以外との通信を行うことはできない。また接続先として指定できるのは、各環境
　に対して1ドメインのみであり、指定したドメインと前方一致するURLに対してのみ通信が可能である。

図４  近隣お客様情報検索システム概略図
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4. おわりに
　位置情報と地図を利用したシステムは、モバイル市場にお

いて様々なものが存在し、多くの人にとって、日常生活の中

でなじみのあるものとなりつつある。しかしビジネスにおい

ては、まだまだ開拓の余地がある。今回はNTTドコモ携帯電

話向けに二つのサンプルアプリケーションを開発した。

　モバイル端末は、今後、外出先から「クラウドサービスに

アクセスする端末」という位置づけとなる可能性がある[８]。 

その際、位置情報と地図を用いることは、新しく便利なサー

ビスを考え出す手掛かりとなりうる。今後とも位置情報と地

図を利用したシステムの可能性を追求していきたい。
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（２） 物件情報登録・閲覧システムの機能

　　　物件情報登録閲覧システムは、外回りの営業担当者の

　　営業活動において、外出先で撮影した物件画像を、どの

　　お客さまの物件情報なのか識別するためお客さま情報と

　　関連付けて登録し、また営業先でお客さまの物件データ

　　を閲覧することで、営業活動の効率化をはかることを目的

　　としている。物件情報にお客さまを関連づけて登録する際と、

　　指定したお客さまの物件情報を閲覧する際には、お客さま

　　取得方法として「ひらがな検索」と「位置情報」のどち

　　らを利用するか選択可能となっている。「ひらがな検索」

　　を選択した場合、検索キーとして指定したひらがな文字を、

　　お客さま名の読み仮名に含むお客様名の一覧が取得できる。

　　「位置情報」を選択した場合、現在の位置情報を利用し、

　　現在地の周辺に所在するお客さま名一覧が、現在地と周辺

　　お客さま所在地にマーカーの付いた地図と共に取得できる。

　　位置情報を用いて周辺のお客さまを検索する際には、現在地

　　との南北、東西の距離差の選択肢として３km、１km、０.５km

　　の中から検索範囲を選択可能である。

　　　物件登録の機能に関しては、セキュリティを考慮し、登

　　録した物件画像が携帯端末に保存されないようになってい

　　る。図２と図３にそれぞれ、物件情報登録・閲覧システム

　　の利用イメージを示す。

　　　これらの iアプリDXを開発する際に、iアプリDXは、iア

　　プリをダウンロードしたサーバ以外に利用企業サーバと

　　の通信しか許されていないため、Google Static Mapの

　　取得方法を工夫する必要があった。iアプリをダウンロー

　　ドしたサーバ以外との通信は、サーバ上のCGIで対応する

　　ことで、この問題に対処した。

　　　なお、物件情報登録・閲覧システムでの検索範囲指定

　　において、現在位置の近くのお客さま一覧を取得している。

　　　その際、緯度と経度の差分情報から距離を算出する必

　　要がある。厳密には球面三角法を利用する必要があるが、

　　今回はそれ程の厳密性は不要であると判断されたため、

　　定数値を用いた簡易的な方法を用いている。

（４） セキュリティ上の工夫

　　　撮影した画像など、外部に漏らしてはいけない情報の取

　　り扱いについて厳密に仕様を決定した。たとえば、撮影し

　　た画像を利用企業サーバに登録した後に携帯電話から削除

　　し、携帯電話に画像データが残らないようにしている。ま

　　た、位置情報を利用企業サーバに送信する際に、ユーザに

　　対して確認画面を表示することによって、ユーザの予期し

　　ないところで位置情報を利用企業サーバに送信することが

　　ないようにしている。利用企業サーバには、NTTドコモ

　　の i モードサーバからのアクセスのみ許可することで、

　　CGIが第三者から実行されないように設定することができる。

　　　近隣お客さま情報検索システム、物件情報登録・閲覧シス

　　テムの画面遷移（主要な画面遷移）を図６、図７、図８に

　　それぞれ示す。

　　　図４と図５に、近隣お客さま情報検索システム、物件情

　　報登録・閲覧システムのシステム概略図を示す。

　　　利用企業サーバ上には、MySQLを稼働させ、携帯電話

　　からのリクエストを処理するためのCGIプログラムを、

　　perl言語を用いて開発した。Google Static Maps API

　　は、位置情報を指定すると、地図データを携帯電話で表

　　示可能なイメージとして返してくれるものである。携帯

　　電話向けに地図を用いたアプリケーションを容易に作成

　　可能であるが、通常のGoogleマップとは異なり静的マッ

　　プであるため、端末側でスクロールさせることはできない。

 

「iモード」、「iアプリ/アイアプリ」、「DoJa」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
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位置情報と地図を活用した
モバイル版営業支援システムに向けて

Toward Mobile Sales Support System Using Location Information and Map

1. はじめに 2. 位置情報と地図利用に関する
　 携帯電話の動向

特
集

特
集

特
集

　モバイル市場には次々と新しい機能・サービスが展開され

ている。その中でも、最近注目されているものとして、位置

情報と地図を使ったものがある。

　携帯電話の特徴である「小型」、「常に電源が入っている」、

「どこからでもインターネットにアクセス可能」という点は、

ビジネスに携帯電話アプリケーションを活用する上で重要な

ポイントとなる。携帯電話の機能を活用すれば、場所と時間

を気にすることなく企業の情報システムにアクセスして、顧

客への営業提案や契約の後押しになる情報を得ることができ、

ビジネスパーソンが円滑に仕事を進める手助けとなる。

　インテック及びインテックシステム研究所では、外勤の営

業担当者向けの営業支援システムとして、位置情報と地図を

利用した携帯電話アプリケーションを開発した。

　GPS(全地球測位システム)を利用して位置情報を得る機能は、

２００１年にKDDI社が日本で初めて携帯電話に搭載した。この

GPS携帯電話を使ったサービスは、利用方法の面から大きく

二つに分かれる。一つは携帯電話を持ち歩く本人が位置情報を

活用するもの、もう一つは携帯電話を持っている当人以外が端

末の位置情報を利用するものである[1]。 現在、携帯電話業界

において、各キャリアにより位置情報を利用したサービスが展

開されている[２]。 例えば、NTTドコモでは、今いる場所の

近くのお店などを調べることができる「iエリア」、子供など

大切な人の居場所を確認することができる「イマドコサーチ」

を提供している[３]。

　総務省により、２００７年４月以降の第３世代携帯電話への

GPS機能搭載が義務化された[２],[４]。現在、携帯電話の５０%

以上の機種にGPS機能が搭載されていると推定されている[２]。

　さらに、２００７年に「地理空間情報活用推進基本法」が施行

され、経済産業省は地理情報や位置情報などの地理空間情報を

活用したサービス産業の創出のため、地理空間に関する政策

プラン「G空間プロジェクト」を掲げている。２００８年には

約４兆円の地理空間情報サービス産業の市場規模が、２０１３年

には１０兆円程度に拡大するという展望が将来ビジョンとして

ある[５],[６]。政府主導で位置情報を日常生活、ビジネスに有

効利用しようとする動きがあり、位置情報と地図を利用したビ

ジネス発展の土台が整いつつある。

　携帯電話は常に身に付けているものであるため、それを利用

して人または人の周辺の情報を取得することができる。位置情

報の他に、温度、湿度、脈拍などが収集できる可能性がある

[７],[８]。これらの情報を利用して、サービス領域が拡大する

ことが予想できる。

　位置情報と地図を利用したモバイル版営業支援システムを目

指して、NTTドコモ携帯電話向けに２つのサンプルアプリケー

ションを開発した。どちらのアプリケーションも、GPSによ

る位置情報を利用していることが特徴である。

　GPSを利用した iアプリは、iアプリDX(またはトラステッド

iアプリ)と呼ばれ、通常の i アプリと区別される。この iアプ

リDXでは、従来の i アプリに課されていた制限のいくつかが

緩和され、ダウンロード元以外のサーバへの接続、携帯本体

に記憶されたデータへのアクセスなどが可能となっている。

しかし、こうした機能を使ってウイルスや情報搾取ソフトが

開発される危険を避けるため、iアプリDXを開発・配布する

ためには、開発の前後にNTTドコモによる厳密な審査を受け

る必要がある。

　地図を取得する際に、Google Static Maps APIを用いた

ことも、システムの特徴の一つである。Google Static Maps 

APIとはウェブページにGoogleマップの画像を埋め込むための

APIである。URLパラメータとして緯度・経度などを指定して、

Googleが指定するURLを呼び出すことで、地図画像のGIFファ

イルを取得することができる。Maps API キーを取得すること

で容易に利用可能である。なお、エンドユーザに課金する場合は、

Googleとの間で別途契約を締結する必要がある[９]。

（１） 近隣お客さま情報検索システムの機能

　　　近隣お客さま情報検索システムは、外回りの営業担当

　　者の営業活動において、外出先から現在地の近隣のお客

　　さまの位置情報を検索し、その位置をマーク付けした地

　　図を表示することにより、営業活動の効率化をはかるこ

　　とを目的としている。図１に、近隣お客さま情報検索シス

　　テムの利用イメージを示す。
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概要
　携帯電話アプリケーションとして、位置情報と地図を利用したものが増えている。グルメ情報提供、ゲームといっ

たように、携帯電話アプリケーションが対象ユーザーとしているのは、コンシューマであることが多く、ビジネスパー

ソンを対象ユーザーとしているものはあまり多くない。しかし、ビジネスにおいても、携帯電話の活用、さらに位置情

報と地図を取り入れたアプリケーションの導入は、ビジネスパーソンの行動を快適にし、円滑に仕事を進める手助

けとなると考えられる。携帯電話にGPS機能を標準搭載する時代となり、政府主導で位置情報を日常生活、ビジネ

スに有効利用しようとする動きがある。

　こうした流れを受け、外回りの営業担当者の営業支援ツールとして、位置情報と地図を利用したNTTドコモ携帯

電話向けアプリケーションを開発した。開発したのは、営業担当者が外出先にて現在地周辺のお客さまを検索する

機能をもつアプリケーションと、外出先で物件情報（不動産物件などの情報）を登録し後から物件情報を閲覧する

機能をもつアプリケーションの二つである。今後は携帯電話に限らず、位置情報と地図を利用したサービスを展開

していきたい。

3. 位置情報と地図を利用した
　 モバイル版営業支援システム

図１  近隣お客さま情報検索システムの利用イメージ

図２  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の利用イメージ

図３  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の利用イメージ

（３） 開発方式

　　　両システムとも、携帯電話上のソフトは、NTTドコモが

　　提供するDoJaというJavaの開発キットを用いて開発した。

　　　DoJaは、Java ME（Java Micro Edition）における

　　CLDC（Connected Limited Device Configuration）

　　上の実行環境の仕様の一つである。CLDCとは、携帯電話、

　　携帯情報端末など、比較的リソースの制限が厳しく、標

　　準的なJava仮想マシンの搭載が難しいデバイスを対象と

　　する実行環境である。DoJaでは、コンパイルしたClass

　　ファイル、及び実行に必要な画像や音楽データを含めて

　　Jar形式でパッケージ化する。

　　　i アプリ実行環境が搭載されている携帯電話には、携帯

　　電話にインストールされている i アプリを管理する、Java 

　　Application Manager(JAM)というコンポーネントが含

　　まれている。表１に、i アプリ実行環境特有であるJAMの 

　　セキュリティ機能をまとめたものを示す。

表１  JAMの提供するセキュリティ機能(文献[10]を抜粋し作成)

図６  近隣お客さま情報検索システムの画面遷移図（主要な画面遷移）

図７  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

図８  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

（５） 課題

　　　GPSの電波は屋内には伝搬しにくいため、屋内でアプ

　　リケーションを起動した場合、位置情報の取得に時間が

　　かかり、結果的には基地局情報を使用した位置情報を取

　　得することになる。基地局情報を使用した位置情報は、

　　GPSを使用した位置情報に比べると精度がはるかに劣る

　　ため、屋内でアプリケーションを起動した場合、真の現

　　在位置と少しずれた位置を取得してしまうことがある。

　　この問題への対応については、端末とネットワークの今

　　後の発展を待つことになる。
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携帯電話上では、同時に一つのiアプ
リしか動作できない。

JAMはJava仮想マシンから独立した
ネイティブコンポーネントであり、iアプ
リからこれを制御することはできない。

iアプリは携帯電話の記憶装置
(ScratchPad)に、制限されたアクセ
スしかできない。

iアプリが電話帳などの個人情報を含
んだネイティブデータを参照すること
はできない。

iアプリは、そのiアプリ自身のダウンロー
ド元であるサーバとしか通信できない。
（※）

iアプリが別のiアプリに干渉したり、
別のiアプリのデータにアクセスしたり
することはできない。

iアプリのダウンロードや管理はJAM
が行うため、ダウンロードしたiアプリ
の不正な行為やバグによる誤作動な
どから携帯電話が保護される。

ダウンロードした iアプリが、他の iア
プリのためにScratchPadに保存され
た個人情報などをユーザーの知らない
うちに読み込んで別のサーバに送信し
たり書き換えたりするなどの不正な行
為を行うことはできない。

iアプリを安心してダウンロードできる。

iアプリが、ユーザの知らない別のサー
バに対して情報を送信するようなこと
はない。

※今回開発したiアプリDXではダウンロード元サーバ以外に、利用企業サーバとの通信が承諾されている。
　この際、利用企業サーバ以外との通信を行うことはできない。また接続先として指定できるのは、各環境
　に対して1ドメインのみであり、指定したドメインと前方一致するURLに対してのみ通信が可能である。

図４  近隣お客様情報検索システム概略図

お客さま一覧、
GoogleStaticMap

ドコモ網iアプリDX

位置情報

インターネット

ダウンロード

i モードサーバ

ダウンロードサーバ

位置情報送信
Get要求

Googleサーバ

GoogleStaticMap

現在地周辺のお客さま名を検索

Googleサーバに現在地とお客さまの
所在地を示す地図を要求

Googleから取得した地図、お客さま名
一覧をユーザに渡す

お客さま
情報DB

利用企業サーバ

インターネット

位置情報送信
Get要求

Googleサーバ

GoogleStaticMap

インターネット

図５  物件情報登録・閲覧システムのシステム概略図
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4. おわりに
　位置情報と地図を利用したシステムは、モバイル市場にお

いて様々なものが存在し、多くの人にとって、日常生活の中

でなじみのあるものとなりつつある。しかしビジネスにおい

ては、まだまだ開拓の余地がある。今回はNTTドコモ携帯電

話向けに二つのサンプルアプリケーションを開発した。

　モバイル端末は、今後、外出先から「クラウドサービスに

アクセスする端末」という位置づけとなる可能性がある[８]。 

その際、位置情報と地図を用いることは、新しく便利なサー

ビスを考え出す手掛かりとなりうる。今後とも位置情報と地

図を利用したシステムの可能性を追求していきたい。
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（２） 物件情報登録・閲覧システムの機能

　　　物件情報登録閲覧システムは、外回りの営業担当者の

　　営業活動において、外出先で撮影した物件画像を、どの

　　お客さまの物件情報なのか識別するためお客さま情報と

　　関連付けて登録し、また営業先でお客さまの物件データ

　　を閲覧することで、営業活動の効率化をはかることを目的

　　としている。物件情報にお客さまを関連づけて登録する際と、

　　指定したお客さまの物件情報を閲覧する際には、お客さま

　　取得方法として「ひらがな検索」と「位置情報」のどち

　　らを利用するか選択可能となっている。「ひらがな検索」

　　を選択した場合、検索キーとして指定したひらがな文字を、

　　お客さま名の読み仮名に含むお客様名の一覧が取得できる。

　　「位置情報」を選択した場合、現在の位置情報を利用し、

　　現在地の周辺に所在するお客さま名一覧が、現在地と周辺

　　お客さま所在地にマーカーの付いた地図と共に取得できる。

　　位置情報を用いて周辺のお客さまを検索する際には、現在地

　　との南北、東西の距離差の選択肢として３km、１km、０.５km

　　の中から検索範囲を選択可能である。

　　　物件登録の機能に関しては、セキュリティを考慮し、登

　　録した物件画像が携帯端末に保存されないようになってい

　　る。図２と図３にそれぞれ、物件情報登録・閲覧システム

　　の利用イメージを示す。

　　　これらの iアプリDXを開発する際に、iアプリDXは、iア

　　プリをダウンロードしたサーバ以外に利用企業サーバと

　　の通信しか許されていないため、Google Static Mapの

　　取得方法を工夫する必要があった。iアプリをダウンロー

　　ドしたサーバ以外との通信は、サーバ上のCGIで対応する

　　ことで、この問題に対処した。

　　　なお、物件情報登録・閲覧システムでの検索範囲指定

　　において、現在位置の近くのお客さま一覧を取得している。

　　　その際、緯度と経度の差分情報から距離を算出する必

　　要がある。厳密には球面三角法を利用する必要があるが、

　　今回はそれ程の厳密性は不要であると判断されたため、

　　定数値を用いた簡易的な方法を用いている。

（４） セキュリティ上の工夫

　　　撮影した画像など、外部に漏らしてはいけない情報の取

　　り扱いについて厳密に仕様を決定した。たとえば、撮影し

　　た画像を利用企業サーバに登録した後に携帯電話から削除

　　し、携帯電話に画像データが残らないようにしている。ま

　　た、位置情報を利用企業サーバに送信する際に、ユーザに

　　対して確認画面を表示することによって、ユーザの予期し

　　ないところで位置情報を利用企業サーバに送信することが

　　ないようにしている。利用企業サーバには、NTTドコモ

　　の i モードサーバからのアクセスのみ許可することで、

　　CGIが第三者から実行されないように設定することができる。

　　　近隣お客さま情報検索システム、物件情報登録・閲覧シス

　　テムの画面遷移（主要な画面遷移）を図６、図７、図８に

　　それぞれ示す。

　　　図４と図５に、近隣お客さま情報検索システム、物件情

　　報登録・閲覧システムのシステム概略図を示す。

　　　利用企業サーバ上には、MySQLを稼働させ、携帯電話

　　からのリクエストを処理するためのCGIプログラムを、

　　perl言語を用いて開発した。Google Static Maps API

　　は、位置情報を指定すると、地図データを携帯電話で表

　　示可能なイメージとして返してくれるものである。携帯

　　電話向けに地図を用いたアプリケーションを容易に作成

　　可能であるが、通常のGoogleマップとは異なり静的マッ

　　プであるため、端末側でスクロールさせることはできない。

 

「iモード」、「iアプリ/アイアプリ」、「DoJa」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

GPS
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位置情報と地図を活用した
モバイル版営業支援システムに向けて

Toward Mobile Sales Support System Using Location Information and Map

1. はじめに 2. 位置情報と地図利用に関する
　 携帯電話の動向
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　モバイル市場には次々と新しい機能・サービスが展開され

ている。その中でも、最近注目されているものとして、位置

情報と地図を使ったものがある。

　携帯電話の特徴である「小型」、「常に電源が入っている」、

「どこからでもインターネットにアクセス可能」という点は、

ビジネスに携帯電話アプリケーションを活用する上で重要な

ポイントとなる。携帯電話の機能を活用すれば、場所と時間

を気にすることなく企業の情報システムにアクセスして、顧

客への営業提案や契約の後押しになる情報を得ることができ、

ビジネスパーソンが円滑に仕事を進める手助けとなる。

　インテック及びインテックシステム研究所では、外勤の営

業担当者向けの営業支援システムとして、位置情報と地図を

利用した携帯電話アプリケーションを開発した。

　GPS(全地球測位システム)を利用して位置情報を得る機能は、

２００１年にKDDI社が日本で初めて携帯電話に搭載した。この

GPS携帯電話を使ったサービスは、利用方法の面から大きく

二つに分かれる。一つは携帯電話を持ち歩く本人が位置情報を

活用するもの、もう一つは携帯電話を持っている当人以外が端

末の位置情報を利用するものである[1]。 現在、携帯電話業界

において、各キャリアにより位置情報を利用したサービスが展

開されている[２]。 例えば、NTTドコモでは、今いる場所の

近くのお店などを調べることができる「iエリア」、子供など

大切な人の居場所を確認することができる「イマドコサーチ」

を提供している[３]。

　総務省により、２００７年４月以降の第３世代携帯電話への

GPS機能搭載が義務化された[２],[４]。現在、携帯電話の５０%

以上の機種にGPS機能が搭載されていると推定されている[２]。

　さらに、２００７年に「地理空間情報活用推進基本法」が施行

され、経済産業省は地理情報や位置情報などの地理空間情報を

活用したサービス産業の創出のため、地理空間に関する政策

プラン「G空間プロジェクト」を掲げている。２００８年には

約４兆円の地理空間情報サービス産業の市場規模が、２０１３年

には１０兆円程度に拡大するという展望が将来ビジョンとして

ある[５],[６]。政府主導で位置情報を日常生活、ビジネスに有

効利用しようとする動きがあり、位置情報と地図を利用したビ

ジネス発展の土台が整いつつある。

　携帯電話は常に身に付けているものであるため、それを利用

して人または人の周辺の情報を取得することができる。位置情

報の他に、温度、湿度、脈拍などが収集できる可能性がある

[７],[８]。これらの情報を利用して、サービス領域が拡大する

ことが予想できる。

　位置情報と地図を利用したモバイル版営業支援システムを目

指して、NTTドコモ携帯電話向けに２つのサンプルアプリケー

ションを開発した。どちらのアプリケーションも、GPSによ

る位置情報を利用していることが特徴である。

　GPSを利用した iアプリは、iアプリDX(またはトラステッド

iアプリ)と呼ばれ、通常の i アプリと区別される。この iアプ

リDXでは、従来の i アプリに課されていた制限のいくつかが

緩和され、ダウンロード元以外のサーバへの接続、携帯本体

に記憶されたデータへのアクセスなどが可能となっている。

しかし、こうした機能を使ってウイルスや情報搾取ソフトが

開発される危険を避けるため、iアプリDXを開発・配布する

ためには、開発の前後にNTTドコモによる厳密な審査を受け

る必要がある。

　地図を取得する際に、Google Static Maps APIを用いた

ことも、システムの特徴の一つである。Google Static Maps 

APIとはウェブページにGoogleマップの画像を埋め込むための

APIである。URLパラメータとして緯度・経度などを指定して、

Googleが指定するURLを呼び出すことで、地図画像のGIFファ

イルを取得することができる。Maps API キーを取得すること

で容易に利用可能である。なお、エンドユーザに課金する場合は、

Googleとの間で別途契約を締結する必要がある[９]。

（１） 近隣お客さま情報検索システムの機能

　　　近隣お客さま情報検索システムは、外回りの営業担当

　　者の営業活動において、外出先から現在地の近隣のお客

　　さまの位置情報を検索し、その位置をマーク付けした地

　　図を表示することにより、営業活動の効率化をはかるこ

　　とを目的としている。図１に、近隣お客さま情報検索シス

　　テムの利用イメージを示す。
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概要
　携帯電話アプリケーションとして、位置情報と地図を利用したものが増えている。グルメ情報提供、ゲームといっ

たように、携帯電話アプリケーションが対象ユーザーとしているのは、コンシューマであることが多く、ビジネスパー

ソンを対象ユーザーとしているものはあまり多くない。しかし、ビジネスにおいても、携帯電話の活用、さらに位置情

報と地図を取り入れたアプリケーションの導入は、ビジネスパーソンの行動を快適にし、円滑に仕事を進める手助

けとなると考えられる。携帯電話にGPS機能を標準搭載する時代となり、政府主導で位置情報を日常生活、ビジネ

スに有効利用しようとする動きがある。

　こうした流れを受け、外回りの営業担当者の営業支援ツールとして、位置情報と地図を利用したNTTドコモ携帯

電話向けアプリケーションを開発した。開発したのは、営業担当者が外出先にて現在地周辺のお客さまを検索する

機能をもつアプリケーションと、外出先で物件情報（不動産物件などの情報）を登録し後から物件情報を閲覧する

機能をもつアプリケーションの二つである。今後は携帯電話に限らず、位置情報と地図を利用したサービスを展開

していきたい。

3. 位置情報と地図を利用した
　 モバイル版営業支援システム

図１  近隣お客さま情報検索システムの利用イメージ

図２  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の利用イメージ

図３  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の利用イメージ

（３） 開発方式

　　　両システムとも、携帯電話上のソフトは、NTTドコモが

　　提供するDoJaというJavaの開発キットを用いて開発した。

　　　DoJaは、Java ME（Java Micro Edition）における

　　CLDC（Connected Limited Device Configuration）

　　上の実行環境の仕様の一つである。CLDCとは、携帯電話、

　　携帯情報端末など、比較的リソースの制限が厳しく、標

　　準的なJava仮想マシンの搭載が難しいデバイスを対象と

　　する実行環境である。DoJaでは、コンパイルしたClass

　　ファイル、及び実行に必要な画像や音楽データを含めて

　　Jar形式でパッケージ化する。

　　　i アプリ実行環境が搭載されている携帯電話には、携帯

　　電話にインストールされている i アプリを管理する、Java 

　　Application Manager(JAM)というコンポーネントが含

　　まれている。表１に、i アプリ実行環境特有であるJAMの 

　　セキュリティ機能をまとめたものを示す。

表１  JAMの提供するセキュリティ機能(文献[10]を抜粋し作成)

図６  近隣お客さま情報検索システムの画面遷移図（主要な画面遷移）

図７  物件情報登録・閲覧システム（登録機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

図８  物件情報登録・閲覧システム（閲覧機能）の画面遷移図（主要な画面遷移）

（５） 課題

　　　GPSの電波は屋内には伝搬しにくいため、屋内でアプ

　　リケーションを起動した場合、位置情報の取得に時間が

　　かかり、結果的には基地局情報を使用した位置情報を取

　　得することになる。基地局情報を使用した位置情報は、

　　GPSを使用した位置情報に比べると精度がはるかに劣る

　　ため、屋内でアプリケーションを起動した場合、真の現

　　在位置と少しずれた位置を取得してしまうことがある。

　　この問題への対応については、端末とネットワークの今

　　後の発展を待つことになる。
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お客さま（複数）の位置情報
送信）
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携帯電話上では、同時に一つのiアプ
リしか動作できない。

JAMはJava仮想マシンから独立した
ネイティブコンポーネントであり、iアプ
リからこれを制御することはできない。

iアプリは携帯電話の記憶装置
(ScratchPad)に、制限されたアクセ
スしかできない。

iアプリが電話帳などの個人情報を含
んだネイティブデータを参照すること
はできない。

iアプリは、そのiアプリ自身のダウンロー
ド元であるサーバとしか通信できない。
（※）

iアプリが別のiアプリに干渉したり、
別のiアプリのデータにアクセスしたり
することはできない。

iアプリのダウンロードや管理はJAM
が行うため、ダウンロードしたiアプリ
の不正な行為やバグによる誤作動な
どから携帯電話が保護される。

ダウンロードした iアプリが、他の iア
プリのためにScratchPadに保存され
た個人情報などをユーザーの知らない
うちに読み込んで別のサーバに送信し
たり書き換えたりするなどの不正な行
為を行うことはできない。

iアプリを安心してダウンロードできる。

iアプリが、ユーザの知らない別のサー
バに対して情報を送信するようなこと
はない。

※今回開発したiアプリDXではダウンロード元サーバ以外に、利用企業サーバとの通信が承諾されている。
　この際、利用企業サーバ以外との通信を行うことはできない。また接続先として指定できるのは、各環境
　に対して1ドメインのみであり、指定したドメインと前方一致するURLに対してのみ通信が可能である。

図４  近隣お客様情報検索システム概略図
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図５  物件情報登録・閲覧システムのシステム概略図
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4. おわりに
　位置情報と地図を利用したシステムは、モバイル市場にお

いて様々なものが存在し、多くの人にとって、日常生活の中

でなじみのあるものとなりつつある。しかしビジネスにおい

ては、まだまだ開拓の余地がある。今回はNTTドコモ携帯電

話向けに二つのサンプルアプリケーションを開発した。

　モバイル端末は、今後、外出先から「クラウドサービスに

アクセスする端末」という位置づけとなる可能性がある[８]。 

その際、位置情報と地図を用いることは、新しく便利なサー

ビスを考え出す手掛かりとなりうる。今後とも位置情報と地

図を利用したシステムの可能性を追求していきたい。
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（２） 物件情報登録・閲覧システムの機能

　　　物件情報登録閲覧システムは、外回りの営業担当者の

　　営業活動において、外出先で撮影した物件画像を、どの

　　お客さまの物件情報なのか識別するためお客さま情報と

　　関連付けて登録し、また営業先でお客さまの物件データ

　　を閲覧することで、営業活動の効率化をはかることを目的

　　としている。物件情報にお客さまを関連づけて登録する際と、

　　指定したお客さまの物件情報を閲覧する際には、お客さま

　　取得方法として「ひらがな検索」と「位置情報」のどち

　　らを利用するか選択可能となっている。「ひらがな検索」

　　を選択した場合、検索キーとして指定したひらがな文字を、

　　お客さま名の読み仮名に含むお客様名の一覧が取得できる。

　　「位置情報」を選択した場合、現在の位置情報を利用し、

　　現在地の周辺に所在するお客さま名一覧が、現在地と周辺

　　お客さま所在地にマーカーの付いた地図と共に取得できる。

　　位置情報を用いて周辺のお客さまを検索する際には、現在地

　　との南北、東西の距離差の選択肢として３km、１km、０.５km

　　の中から検索範囲を選択可能である。

　　　物件登録の機能に関しては、セキュリティを考慮し、登

　　録した物件画像が携帯端末に保存されないようになってい

　　る。図２と図３にそれぞれ、物件情報登録・閲覧システム

　　の利用イメージを示す。

　　　これらの iアプリDXを開発する際に、iアプリDXは、iア

　　プリをダウンロードしたサーバ以外に利用企業サーバと

　　の通信しか許されていないため、Google Static Mapの

　　取得方法を工夫する必要があった。iアプリをダウンロー

　　ドしたサーバ以外との通信は、サーバ上のCGIで対応する

　　ことで、この問題に対処した。

　　　なお、物件情報登録・閲覧システムでの検索範囲指定

　　において、現在位置の近くのお客さま一覧を取得している。

　　　その際、緯度と経度の差分情報から距離を算出する必

　　要がある。厳密には球面三角法を利用する必要があるが、

　　今回はそれ程の厳密性は不要であると判断されたため、

　　定数値を用いた簡易的な方法を用いている。

（４） セキュリティ上の工夫

　　　撮影した画像など、外部に漏らしてはいけない情報の取

　　り扱いについて厳密に仕様を決定した。たとえば、撮影し

　　た画像を利用企業サーバに登録した後に携帯電話から削除

　　し、携帯電話に画像データが残らないようにしている。ま

　　た、位置情報を利用企業サーバに送信する際に、ユーザに

　　対して確認画面を表示することによって、ユーザの予期し

　　ないところで位置情報を利用企業サーバに送信することが

　　ないようにしている。利用企業サーバには、NTTドコモ

　　の i モードサーバからのアクセスのみ許可することで、

　　CGIが第三者から実行されないように設定することができる。

　　　近隣お客さま情報検索システム、物件情報登録・閲覧シス

　　テムの画面遷移（主要な画面遷移）を図６、図７、図８に

　　それぞれ示す。

　　　図４と図５に、近隣お客さま情報検索システム、物件情

　　報登録・閲覧システムのシステム概略図を示す。

　　　利用企業サーバ上には、MySQLを稼働させ、携帯電話

　　からのリクエストを処理するためのCGIプログラムを、

　　perl言語を用いて開発した。Google Static Maps API

　　は、位置情報を指定すると、地図データを携帯電話で表

　　示可能なイメージとして返してくれるものである。携帯

　　電話向けに地図を用いたアプリケーションを容易に作成

　　可能であるが、通常のGoogleマップとは異なり静的マッ

　　プであるため、端末側でスクロールさせることはできない。

 

「iモード」、「iアプリ/アイアプリ」、「DoJa」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
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