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インクリメント･ビー株式会社

lＨ
パイオニア株式会社の子会社として1994年に股立．

デジタル道路地図データベースの整備と、それを侃築加

工しカーナビメーカーなどに提供する事業、パソコン・

携帯電話向け地図検索サービス事業、店舗紹介・車両動

態管理・記車管理等事葉分野での応用事業などを行って

いる
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図３ＩＰＣが独自に開発・運営を行っているテレマテイクスサービス向けシステム「MapFanTeIematics‐

るテレマテイクスサービス向けシステム「MaI1l‘,&'11
,Ｍ(‘nlilIi<､黒」を利川しております。

Ⅵal)F&'１１'Ｍ(‘ｍ鋤i(･乳は、１１叫)}､KlIlナビークルに
限らず、パイオニア、クラリオン等、ナビメーカー

利川の笈裁を誇ります（図３)ｃ

今後の展望

データ通信の速度、低コスト化、llIIiIiiサイズ・

(:''１，パワー・外部Ｗ等、携椛地話のハードウェ

ア1'k能は今後も継続してｌｉｌｊ上していくとどえられ、

政ｲ|渡には｣ﾘMlIのカーナビ帆'1機とIIilW)職能がり４

現できると考えます。

また、カーナビ専用機にはほとんどない「辿偲機

能」をｲfするメリットを活用した、ユーザの川待す

るリアルタイム性・双方向性を雌ﾉくKl噺川したサー

ビスも拡人すると考えます。

ユーザニーズやインターネット環境の変化をいち

Iilく捉え、これを満たすためのサービスを逐次灘入

していくことが砿要です。例えば、

蝿

〃
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（１）ブログ、駅Ｓなどのユーザ苑｛『『が鮒易にでき

る媒体の勝及で、．』馴搬･勝が械械的に1洲Iを発1‘｛

しはじめており、これをコンテンツとしてi,州する

（２）カーナビケーションのキラーコンテンツであ

る交通備報の高度化のために、交j鮒撒プローブ機

能を採川する

などのアイデアがどえられます。

ただし、コンテンツの符珊・畑ｉ技術体系が各社

個別であることが手間・コスト商を州き、摘発なコ

ンテンッ利用・業界活1'k化の大きな|端ifとなってい

ます。これを改稗しユーザニーズのiWiいサービスの

'ﾉﾐ塊により巣界の虹なぶjWI;化を椛進するためにも、

その配備・交換のための技術体系が終111i・概唯化さ

れることを望みます。

もちろん、ｉフォーマットフォーラムとしても、

この11標のために会の拡大・柄動を耐ｌｉ化したいと

どえます嘩

文中野年京（第一|蹄Ｍ端|;鋪一IWIYI企仙i部）
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Chapter2Iq-business］

後にﾉｾ行、膿分り鋤iは即'１光j雲させるといったこと

が１１｢能です。ですので、データ湘璽を伽めようとす

ると更新頻度の点で妥協しなければならないといっ

た既存の方法でのトレードオフ的な問題が、はじめ

から解洲されていることになります｡

さらに、５()１．３１)は「砿椛さ・I柵,１皮・新鮮ｌ

の剣1'1j'･はもちろん、’三次ﾉC」かつ「,断幣腿！と

いう、既存の地似Iの尺度とは別次７１ｺの斯たなIllli1l唾

準を提案するものとなっています。

言
高糖度の地図をスピーディーに構築するモバ

ロ

地図を再構築する

キヤンバスマツプル（以IfQIC）の手がけるモ

バイルマッピング法では、近年格段に梢度が向上し

た(;ＩＷＩＭｕ技術（注１）によるＩ柵lIjI蝿|･ill'１機器を

'剛I助lliに撚仙し、斜lilの道路を隈なく'ﾉ‘juにﾉ断f、

1ｍピッチにて収典した３次ﾉt座標点僻データから

道路地似lを作製してまいります，|‘jl時に荊測IlXIl1ijに

搭栽したデジタルカメラを用い５ｍピッチにて脹標

点つきのIIIIi像を倣影し、交通規制怖椛や道路I剛ｕ、

停I上級やスクールゾーンといった珊加!州を収災し

てまいります。（:ＭＣではこの〃法によって全'五l的

に劉澗f梁する鮒たな地同データを「5()1.31)」（注

2）と呼んでいます。

よい地似lとは「1K雌で梢皮がよく、かつ斯鮮であ

ること」と’↑われています。既ｲfの〃法では''1論

体等の公的機関が作製した紙の地同をデジタイズし、

Ｈ々 ﾉﾋじる熊分を、公的機関発行による|:ﾘ行物等の

参深i料や'ﾉﾐ路,ﾘ怖を通じて定期的にhli充修ＩＩｉして

いくことで「よい地l刈であることを仙保していま

す｡しかしこうしたﾉﾉ法は|川接的であるため、'Ⅲ和

の際の誤避が常につきまとう上、更新弧皮も公的機

関の地悩|幣伽スケジュールに左右されます。そもそ

も大縮尺の地似Iが終附されていない地域ではひどく

柿度力鯉くな為llll胆もあI〕ます。

これに対してＣＭ(:のモバイルマッピング法では、

現地、卯勘、州勿をしっかり確認して作業するとい

う「＝現i誰」の方法論に則り、卯山に赴き、卯ル

でⅢ位した,WiWl雌の３次ﾉ心蛎標刈肺をjjL物IIIli像の

リファレンスつきで慨'附しますので、ｊｕ,Xlのl碓さ

と精度の商さが悠附〃法自体によって担保されてい

ます。また鮮度の点でも、例えば道路や橋梁の充成

当}､1に計測'|柵を待機させておき、テープカット瓶

イルマッビング法は｢道路から地図を作る｣と

；いうアイデアから誕生した｡高精厩制M機器
＃
１

新しい価値観を創生する を搭載した軽自動車が３次元データを収集し、

道路地図を作製するというしくみである

剛
拙

高精度３次元道路ネットワーク

い､､側噸撫蝋齢ぅ騒想輔ＩＦ
キ奇'ンバスマンプルでは.胤輪侭のXYZ座標を計測で噛る最紙のGPSシステム
睦経白勤'|‘に橘戦し災際に滋路を走行することによって柳らlLる脚１W嘩慌デ
ータから滋路ネンI,リーク州:成

『l施仲･先行の1ﾉ2500測胴回唾背景に作製した爾子地麗

.比較的帖侭脇脚いﾙfl“m雲２５ｍ
・通１７可否のエビデンスが無い
・聴鋪強皿が脇iIi師に限定

’…製僻。
パラダイムシフト

,束るITS時代Ｉ陣さらに高岩度のテータが求められ愚
･茎債に時間と瑳費を要する

既存のデータ作成手法
｢道路は地図から作る」という発遡

国土地理院発行の1'25000地形図を背景に作製した徳子地区

・転伽、総描く-よる精度劣化1ｍｍ=25ｍ
・範囲体全鰯だが，全道路を網羅できていない
・平而地図がベースのズめ、２次元のみ

Ｉ

「ラストワンメートル｣と

ITS社会への貢献

５０］・３１)による断価値を次世代ナビシステムと

して製IHI化したjﾙ合、いくつかのllIlijUl的な断111i値機

能をごWIL供でき為ようになります《》道路に1,,,ピッ

チの尚密度脹隙点を定侭するということは、ｊ'M諭的

には「ラストワンメートル」まできめ細かな１１的地

設定、」.寧な描導がﾛ１．能になることを蔵味しますし、

３次元商密皮点俳から路1mの微妙な傾斜やカーブの

図１応手地図製作のパラダイムシフト

，“､”恥圃認離職齢ぅ鰭想▼
ｷ奇'ンバスマンプルでは.胤輪侭のXYZ座標を計測で噛る最紙のGPSシステム
を経白勤'|‘に橘戦し災際に滋路を走行することによって柳らlLる脚１W嘩慌デ
ータから撹路ネン1,リーク州:成

〃



lE碓な1111＊をIi剛:できますので、道蹄の急カーブや

急勾配ポイントでの蹄肘による弊iIfや､Ｗ蘭（注３）

やプリクラッシュセイフティシステム（注４）な

どITH的な制御jll途にも応jIl可能です、安心・安

全な社会に向けてのこうした対雌は、大冊Iliはもち

ろん、地ﾉﾉやIIIlIII部でも大きな‘M皿となっています《

5()１．３１)は11水令lKl、｜'リ・の11,','U,岬iによって幣

IIlli棚築を行ってまいりますので、こうした新liilillii機

能に地域誌がﾉﾋじることがありません噸、

＃

Ｗ/、

肌!Ⅲ川IＩ'Ｊ１

…

Ｗ Ｍ

ＫＥＢ世界のフロンティアでは、いわゆる

ＷＥＢ２.O的技術や方法論のiﾙ用によって次々 に新

しい拭み力秘１V｝され、それ力新たな雌梁」Ｉ蝋の拡恢

を〕多感させる時代に入っています。

ＣＭＣでは、Ｗｌｌ)Ｂ世界で始まっているそうした

胎動を、現実11上界にも救荷できるのではないかと

砂えています。現実１Ｍ:界を把押、分荊、検索、1ｉｌＩｉ

川、虹断するために川いられてきた、械々な〃法

柿、例えば地lxI、例えば|jﾖﾘi地排体系といった既〃

のパラダイムを、より止碓な、よ')商梢度で効率よ

く、そしてユーザにとってより快適な〃法論へと変

蛾したい。このような鵬削の「に、いったん現災'1ｔ

界をそのまま、まるごと、紫材データの状態で111雌

デジタイズし、その膨大なデータ作から、いわば

REAL2.0とも呼ぶべき新たなパラダイムを再柵築

してまいりたいと巷えています。これを新たなデジ

タルインフラとしてできるだけIIL期に耽立し、ネッ

トと現実、すなわちⅧ畑2.0とR1j:ヘl‘2.()とをシ

ナジーさせることによ')、さらに大きな雌業堆稚の

拡張に寄与することができればとどえています。

文屯井毅（珊業企111幅）

Ｉ

キャンバスマッブル株式会社

2006年９月２５日に株式会社昭文社とモバイルマツヒ

ング株式会社の共同出資により股立．高析度３次元道

路ネットワーク「501・３Ｄ」を全国的に壁僧、渦築し
ている

Ⅱ

法１．GPS・GIobalPosi1ioningSySIem全地球測位システム、
ＩＭＵ・InerIia1MeaSuremen1UnI1慣性姿勢計測裟置

注２．．．．．１/500鵜尺相当の位董精度を持つ地図テータで、かつ高さ
情報を備えるという亘峰

注３.AdapliveFront-IighmgSysIemg濁路の形状に応じてへ，
ドライトの照射方向を最適化させる仕組み

注４．.道路の形状と走行速度から危険が予測された場合にブレー
キを乍勤させる．シートベルトを巻き取るなどの安全対談
を潟じる仕組み

注５ドライバーが現実に見ているフロントウィンドウ瞳しの現
実世界をカメラでモニタリングした画面にナビケーンＩン
訪導喪示を行う挫能．フロンウィンドウに自仲に直接喪示
するヘソドアンプディスプレイに応用するとさらにわかり
やすく安全な棲能となり窪す．

注６fOIks（民衆｝とtaxonomy（分類学）の合成語､，多数の人々
が思い思いに内容･属性を一旨で記述する索引調やキーワー
ド､ラベルといったタグを追加し､分類･検索に役立てる
仕細み

WEB世界との連携による
シナジーの拡大

ｒ〃，

"Ｉ〃

|｢現実世界葱そのまままるごと」
わかりやすく「地似I｜というｉ雛を使っています

が、（:ＭＣがＩ鋤附仙築すゐ５０１．３１)というデジタ

ルインフラの11Iii剛iは、地lxlの既成概念に収まるも

のではありません。例えば「ビューナビ1M」（注５）

という次１１ｔ代ｊＷナビシステムに提案しているWi機能

は、いわば現尖Ⅱ上界に総蝉(;(Ｉをiltね合わせ炎示

する、ドライバーにとって非'脇に111〔感的でわかりや

すいII1Ii期的なWrmli仙機能です。つまり５()１．３１)は、

現ｿqII:界をそのまま、まるごとデジタイズしてしま

おうという拭みなのです．現爽'1堺のインデックス

になりうる竹絡飛盤データとして、従来のナビ地

図的なjiI途や(サド・IT鼠的な川途に冊まることなく、

実に様々 な応１１１１１｢職kが広がっています

今後の股望、１１標としては、例えばフォークソノ

ミー（注６）のようなNIljB2.()的方法を活川する

ことによって、あらゆる測度から戦常なメタデータ

を終附し、いつ、，iii.の、どのような状況における捕

棚ニーズにも術にフィットする現拠111:界のインデッ

クスとしておlIlけできるよう、データベースの1.'１身

と柵進、そしてごl雌供のありかたを岬きあげたいと

考えています。

３３

州Ⅷ洲

ノ刈門ｒ〃

，.，９ｺﾝﾃﾝﾂ本命,Ｉ地図遊諏ｲﾙ蕊ﾂ･話ｌ
〃〃 Ⅷ 〃腿，ＷＷ

"""ﾘＭＩ〃M〃"|〃ご／%津…粍シ〃

J〃
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我々ドコモが提供するサービスの巡ぴＦである携

'冊地iiiのﾉくきな特徴は、言うまでもなく、その「擁

'|州ＪにあI)ます。つまI)、位州１１州Ｉとの肌和性

は非術に問いわけで、仙州,'州Iを仰Ⅱしたコンテン

ツの捉供は、ドコモのサービスの火きな桃のひと

つになっています。雌近では、（;I'Hが粥ｌＩｉＲされた

り()3i/()()!ｉシリーズなど、端,kのラインアップも光

'ﾉﾐしてきましたし、１Ｍ(:蔦（雌|ﾉ1ﾉ‘UIL)‘,j）が位州''１

位に使えるドコモの強み（郁心では他ﾄl:に比べて激

が多い）を活かしながら、さらにﾉJを入れていきた

いと答えています。

地理怖報サービスは、今後、ますます発腿してい

く分野であると思っています

ここではまず、現在提供していゐ位州'州(サービ

スの例として「iエリア」「イマドコサーチ」「ビジ

ネスIⅡ<11)(ｎｒａ（;ＰＳロケーション」についてご紹介
します』

Ｃｈａｐｔｅｒ２１ｇ－ｂｕｓｉｎｅｓｓ］

伽
伽

Ｉ

２()()1年ＴＨから提供を開始したiエリアは､ユー

ザーが現ｲI：いる場所の周辺のff1肘Ili州（例：犬

虻、地Ixl、グルメ）にアクセスできるサービスで

すノ,県地局情報をﾉ直に冊報を川しているため、（;l〕Ｈ

を搭紋していない機種でも利用できる点が特徴で

す２()()5年１０月には(;l'S対応コンテンツも篭｣ル

し、よりl碓なjﾙﾉﾘrの１１'州iが川せあようにな')まし

た（lXll)，

また、２０()６年ｌＯｊｌにIliIililIのリニューアルを行

い、「食事をする」「地図を調べる」「』Ⅵ､11を探す_｜

などユーザーの利用Ｈ的を典っ先に炎,ｆする榊成に

■ﾛ

４
屋内基地局で測位を行うサービスの開発など、

携帯電話と位置情報
No.１ブラシトフォーマーの強みを地図でも

発揮するエヌ陰ティ･ティ・ドコモ。ユーザー

視点で｢使いやすさ｣｢あったらいいなの号霞別 IIIIMW
8ドコモの位置情報サービス

を目指す同社の位笹r情報サービスを紹介する

||Ｉ

変災しています。

（;I》剖目撚収機砿でも利川できる、つまI)、ｉモー

ド全ユーザーを対象にコンテンツを提供できる、非

常に大規模なサービスに行っています。２()06年１０

月から提供を|＃l始した()03iシリーズでは、GPSか

令機狐に撚'仙され、かつ地Ixlナビハlのアプリがブ

リインストールされたこともあって、今まで以上に

利川がIIlIぴています。

携帯性と位置'情報

”地図を見る｜

堀ｊ，刀J１nJ

h浜珊鴨獅I懸哨、

２０()()年３)Iから提供を|＃l始したイマドコサー

チは、簡iii操作で被検索片の位拙がliIi認できる点、

｢キッズケータイ」０)プザーペJ1lIj洲()11,Ｆと述助し

た機能を鵬り込んだ点が,WiくＩ州lliされ、１２にファミ

リー屑に膜くご利川服いています（似１２)：もう１

つの特徴として彼検索端,kに(;|'H非搭叔機穂を川

図１ＧＰＳ携帯から’エリアを利用すると「地図を見る」を選択す
るだけでＧＰＳが起動し、現在地が表示される

イマドコサーチ

５Tm目
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〃地似l‘hI州Iの禍jlli、位iiv&Ｉ,11淵iの収111L，そのI:に仙せ

る,釧仙Ⅱ価値のサービス柵築など、位洲''f報サービ

スの提供には、複雑なしくみが必要になりますから、

班業苛が単独で進めようとしてもｋ下くいきません。

隙々 な難棚のﾉjと協堆できゐようなlMl係を築くこと

が必要でしょう。

また、位州1‘i報だけが単独でサービスになるわけ

ではないので、メール、ケーム、広fIrなど、既存の

ものと位州11州(を組み合わせてより付加価値のある

ものにしたてるl:ﾉとが必喫だとどえています。

今後は、今以l:に杵皿の感虻で位悩|僻Mや地図を

使ってもらえあことをⅡ指したいとどえています－

文高橋健（マルチメディアサービス部）

１
１

えており、従来脚lIiをお排ちのお杵碓にもご利川い

ただけるようにエノとしておI)ます。

イマドコサーチについては、保護者が児童を探す

ための利用が大半を占めています。ただ、２００６年

３月のサービス側始時と今とを比べると、被検索端

/kにIIiめるキッズケータイの荊介が徐々に減りつつ

あるので、述った使いﾉ効輔えているとも感じてい

ます。また、ｆ供以外に、年老いた親に何かあった

時のＡ１錫所を確認したい、といったニーズが寄せら

れていますので、今後の商貼淵発の参考にしたいと

苫えています。

１２１１付弊i;l:W施発喪参照）をはじめとして、社↓↓

の動態補j'1、驚伽災によるかけつけサービス、児ｊｈ

の安孫確認など様々な川途でご利川いただいていま

す。

ユーザー視点のサービス開発

上でご紹介したサービスも含め、サービスの開発

にあたってドコモでは、「革新的な技術｜で「斬新

なもの」を提供したというよりは、ユーザーの視

点に､xって「仙いやすさ｜「あったらいいなの災現」

にi品眼をiivtいています。

例えば、イマドコサーチのブザー辿動や巡派

OFF検索、親御さんの挑術電話と同・名義の場合

のデフォルト｢許ⅡI｣没だ(而例な投定をしなくても、

|肺人すればそのまま使える)、（)()3iにおける地側

ナビアプリのプリインストールなどがその例です‐

ﾛ■■

■

l■

日Ⅶ茜

④ ‘
ｉｍａ伽“？

日耐置

3騨羅ぅ分噸
東京蝉潅区北問山

2丁目付近
淘位レペル、Ｉｒ

心;鎚冨淑雛睦
守号輝が髄と

I〃

"伽

1力功毎ＷiどＪ
の思埋所を

．蕊悪天褒詞~１

．挟溌虹にあ心たの蹴匿協
弓が廟したい握手に遡矧さ
れます．

，両面両頁-１

図２探したい相手を選び「いますぐ検索」ボタンを押すだけで祁

手の居場所を確認できるイマドコサーチの「い戒すぐ検索機能』

位置情報サービスの未来

咽⑰

３５

●字、H

1鼻淵くＣ畳広域

Ｗ１，
■■

wj1〃

§ゴﾝ多少満｜齢識苫と位間情wＨＩ
Ｈｊ

ビジネスmoperaGPSロケーション

イマドコサーチとＭじく２()()()ｲl§３〃から提供を

捌始した「ビジネス''１()１１(､I･ｉｌ(;鵬ロケーション」は、
法人ISI>に位悩情報をご利用頂くためのサービ

スです。三井住友海上火災保険（株）様がご提供さ

れている会貝向けロードサービス（2()(.)６年１２月

ＶＸｌｆｌ
β｣

rｐ Ｆｍ



ますます身近な地図サービス

Ｃｈａｐｔｅｒ２Ｉｑ－ｂｕｓｉｎｅｓｓ］

する同社に､成功の秘訣を聞いた

霊６

MIIＩ
Ｉ
ｌ
０

，
１
１lMlWMM ｺﾛ

弓MWiIII 作面郵皆からコンテンツの細部まで積極的に

携帯gコンテンツ
コミットし､新しい撰静サービスを次々と発

表するａｕｂＶｏＫＤＤｌｏエンタメだけでなく、

携帯キャリアの強みを活かした 地図珊撞のサービスにおいてもヒット凌蓮蕊

聯

FdYA

！

’;Ａｌ
ﾖﾛ

ﾄ』

ｉＩ１ｌが拠仙するサービスは多岐に渡るが「地凶を

扱う」サービス岬に典通する特徴．雌しさはあるの

だろうか？

「地側にlMl辿するサービスを提供する上での難しさ

のひとつが、機能の説明の難しさにあります。例え

ばエンタメ系の職うだでは、ダウンロードして

ff梨を聴けばよい、と利川の流れはシンプルなんで

すが、ナビ系のサービスでは、サービス内容の理解

やその操作に俄れが必典なんです」（幡容子氏コ

ンシューマ商品企llIIi本部&111サービス企画部）

なるほど、例えば人の歩ｉｊをナビケーシヨンする

Ｅｚナビウォーク」ひとつとっても、’'1LL位iiw帳ボ、

唯換案内などの定緋機能だけでなく、ランドマーク

までのルーティングや、周辺のおすすめスポットの

紹介など、新しい体験を提供するサービスも数多いｃ

たしかに、１１処'てみないと便ｲllさが伝わりにくいか

もしれない．

「ですので、lllliImHI成や機能のネーミングなどの

サービス細部のI:ノミや、店破でお渡しするパンフ

レットでｲj:う11州l提供など、コンテンツやマーケ

テイングのノウハウがとても大Ｉ肌なんです」（椛氏）

例えばI,ＸｌｌのＥＺナビウリ.ークでは、ルーテイン

グ以外の機能がユーザーにあまり知られていないと

いうリサーチを受け、メニューの改茜をすばやく

行ったという，

ｌＩＩｌのⅢＩｌｌｆというと「粁うた」などのエンタメ系

コンテンツの印蝋が強いが、災は、地lxlliI州lを利川

したサービスも光ｿﾐしている。（;I)Ｈの一般化も進

みつつある現在、ＫI)I)lがⅡ措す地図サービスはど

のようなものだろうか？

ＫI)I)I株.』:t企N:のI附氏、捕氏におIWiを伺った。

しかし、【1,1のようなﾉごFキヘ'リアがコンテンツ

の細部にまで側わるとは、ちょっと‘噸外な印象かも

しれない。

「プラットフオーマーに徹する、というスタンスを

取らないのが'11N:の聯微のひとつです。ナビ系サー

ビスの|)}1発にあたっても、パーl､ナー公社さまと｣２

１９１にわたI)柵し合い、企I11IiにもWi械的に人()込みな

がら進めています」（楠111棚氏コンシューマIIWIY，

企lIIli木部&,ｕサービス企l11Ii部）

地図サービスの難しさ

’

「例えばボタンの扱いなど、端イミのｲi:様に関与でき

るのもキヘ'リアの強みですが、『ユーザーとの#1靴

が近いことｊはそれ以l:に大きなメリットなんです‘

ユーザーニーズのきめ細かい把侃、吸いｋげたI災蝋

をサービスに反映するまでのスピードには、強いl‘｜

信をもっています」（補氏）

ＥＺナビウォークの兄弟分のサービスとしては、

肋｡F席に座った人が排つ}〃|i純iWiに向けた「l‘】Ｚ助

予席ナビ」も好緋だ（似１２)，ノl額で３１訓'１（税込）

と安価だが、ｒＩ助Iliの述庇に対応できるようil1ll位の

間隔も１．分短くしているので、辿常のカーナビとか

わらないサービスを提供できる

図１単なる地図表示や乗り換え案内ではなく、目的地までのルー

トを釧切に竃内する「ＥＺナピウォークＩ

棚
pmJ肌

雨 ＩＩＷＪ慨函

ｌ５Ｕ腕染危み1句
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柵可部舗雨申ｈ

qコンテンツ､E耐｜鵬柵gコンテシツ’３７

';.一回の叩込みで２４時間利用で‘、る

図２屈期所の砿

露や周辺施設検淵

などができる「現

在地を確認する｣、

ドライブスポット

検索や燃費管理

ツールなどが使え

る「もっと助手席

ナビ」などの笠涜

なメニューをもつ

｢ＥＺ助手席ナピ」

「ＦＺナビウォークとは異なり、使っていただくⅡ

的が明確なので、ユーザーのﾉjの迷いは少ないよう

です。また、たまにしかｌｌＩを使わないﾉﾉのために利

用毎に課金するプランも用意しています（※)」（輔

氏）

図 ３ 届 渦 所 の 削

腸が、挑帯だけで

なくＰＣからも行

えるのが「安心ナ

ピ」の特徴のひと
つ

ヌ韓霞鰯Ｉ
一
●

ＥＺナビウオークやＥＺ助手席ナピは、ユーザー

自身が移動する際に用いるものだが、位世傭椛を附

いたサービスはそれだけではない。例えば「他の人

の位俄」のｲ叩性を油かしたのが「安心ナビ」であ

る（似１３、lxI-l)。これは、ｆ供の｝,'}j〃所を保挫ｌｆ

の#諦電話に知らせるサービスだ。

「これまでは男性ユーザーが多かったナビ系サービ

スですが、安心ナビではお雌さま方からおりI込みを

いただくことが多いので、利111粁の柵がさらに広

がった印象です。不安な思いでお使いいただく場合

が多いので、設定や操作の分かりやすさ、サービス

の安定性の確保には特にシビアに臨んでいます｣('附

氏）

lIilじく安全を笈塊するための取り組みとしては、

-f供向けの端水に搭職された「移動経路皿知」の機

能が挙げられる。

この機能は、電源が切られたり防犯ブザーが11‘ら

図４子供の居

嶋所を磁陽できる

｢安心ナピ｣。シン

プルな居増所の覇

賜の他、時刻を州

定して自勤的に位

置の砿腿を行う股

定も可能だ

されたI)などの.J|§常時にI‘I助的にスタートする。１

分間隔で位悩をiilll位し、５分ごとにそのh'州lをサー

バにまとめることで、ｆ供が、どのルートを辿って

今どこにいるのかを雌爽に把握するのだ:．

「他の機能を－１１.停llzして，トば強制的に位肘を通知

する、非術時のMjえとしてi糊|･しています利川さ

れないことが望ましいのですが、いつも身近にああ

挑陥跡だからこそｲl1える、鮒旧の大きい機能だと

思います」（幡氏）

取材・文稲巣郁

【間述サイト】

【ｌｕｌｗＭ)l)Ｉ（''111):〃い$ｗｉｌｌ.k《I(li.(，()'１'/）

卜:z'､《,l)「ナビ」のサービス概喫（lltl1):"wwwぷu
kddi.〔００ｍ/e2Wt』l)/凱・rl.i(･(｡/I1al.i・hIIIll）
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スを提供する同社の取り組みをご紹介する’

Chapter2Iq-business］

州

柵かしたサービスも提供|川始しています。

例えば20()()イド１ノlから、ご契約いただいたウィ

ルコム地話機の位悩を検索できる「ウィルコム位悩

検索サービス｣の提供を1M始しました｡位仙検索サー

ビスについては、ウイルコムの1Ijif機からだけでな

く、イル'||純j1Iiやパソコン聯からもlIIi,i広く仰l'でき、

ウイルコムの地iWi機の位WitをlWIiiに検礁できます‘，

本サービスのご利川によ')、例えばおｆさまが

ウィルコムの電話機をご利川されている場合、保識

者の〃はウィルコムの咽IiIi機からだけではなく、他

社の州i純iIiやパソコンからも倹紫ができるので、

ごｌ山測はおI亀さまのﾉjﾙ所をいつでもどこでも簡ili

にご碓認いただけます。

「ウィルコム位潤検索サービス」のＩﾐなサービスは

｢位侭検索」と「I‘11-A位悩辿知lの２つです‘

位置検索

ブラウザ対応のウィルコムの1IjlWi機・細流話・

パソコン等から「ウィルコム位悩検索サービス」の

サイトにアクセスし、利川什Ⅱ）とパスワードをご

人ﾉJいただくと、お''1込みのウィルコムの心荊機の

位脳が伽ﾘi:Wi報で収緋でさます。また,本文'11の｢地

例表示ボタン」をクリックすれば､地似1ｋで位iiwiLを

確認することもIIJ能です、

自ヨウ冊通知

おI'1込みのウィルコム地1冊機からのiWiIli.な操作で、

予め指定されていみＥメールアドレス宛（股火２

箇所）に位悩通知が行われます．ルliいた1‘)メール

イミ文にある１１１(1.をクリックすれば、地lXll2での位

脱硫組も'１１.能です。ウイルコムの位州1ＷMサービス

はきめ細かい｣I陛地剛,'i柵を利川した|姉'i検紫なので、

(3ＰＳでは瓶波が届きにくいといわれる雌内や地ｉｆ

鉄ホーム・地下街などでも側ｉＷ)検索が可能です』

"川MlM1MMIIl伽〃ＭＩＭＩ〃〃 １MMMM""I"M"１１"|""ＩＭ"Ｍ〃I”１W川柳,〃１１""〃－

I

｢国

LＯ
マイクロセル･ネットワークの強みを活かし：

PI-IsとgコンテンツIiMIN 独自サービスを提供する株式会社ウィルコム。

柵〃 きめ細かく配置された多数の基地局を活用し、

独自ネットワークの強みを活かした 建物内や地下街でも安定した位置情報サービ
i鮒

ＰＨＳならではの位置情報サービス

EW8

どでも(姉.tの検索が'１｣.能です。そして、こ

｢ウィルコム位置検索サービス｣とは？

位置情報とＰＨＳ〃

ウイルコムの位州.11州iコンテンツは全I｣1約１()〃

Ｍ１ｿ､上のｊ,L地川を利川して伽剛}州lを収１ＭLするため、

ウイルコムは､独''１かつ強問なマイクロセル･ネッ

トワークがｲiすみ「八群},t」「小ilmﾉJ」という特長・

似位ﾔkをilIiかし、データ皿Ｉｉにおいても岬iサービ

スにおいても「'１鮒(’かつ「定額」のj肌ドサービス

を、lIilIﾉﾘでいち'11.<導入してきました。

ウイルコム独！‘|の通｛‘;ネットワークがもつ優位性

は、我々 がl脳化する位州1IiWlサービスにも活かされ

ています。

・般的には「位州1州lと‘すえば(;P篇当というイ

メージが強く、我々ウイルコムカ秘供しているよう

なl>1幅の位i恥1州iサービスは認知度が低いのが現

状です。しかし、ＰＩＩＨを利川した位世情報サービ

スにも、いくつかの災所があるのです

（;I'鼠と比蚊した場合の優劣を論じることは難し

いのですが､例えば｢J牒地ﾊｮの数｣力端徴的です｡ウィ

ルコムのﾉ膿地局は洲|沌話に比べるとその数が圧倒

的に多く、処物lﾉ1や地ドも含めたきめ細かい股佃を

していゐのです。これらのﾉ,L地AjをiIWIjすることで、

(;I〕Ｓでは雌波がﾉII1きにくいエリアでも商砧位な位

州ｊ球サービスがlAL供できるわけです。

このような''11月位州湘(サービスの優位性を積

撒的にｱビー ﾙし､お秤さまにごJIl州いただくこと

が、今後Iよさらに'1t甥になってくゐとげえています。

〃

H１

．Ｉ

きにくいといわれる雌内や地ド鉄ホーム

;l》爵では髄波が脇■ |iii述の皿I)、雌外はもとよ｛)、

地ｉｆ街な

の強みを
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馴バートナー企業との
ｈＷＩＮ－ＷｌＮな関係構築も特徴

通信力式や基地局の数以外では、パートナー企業

とのオープンな関係性も、ウィルコムを特徴付ける

要素のひとつです。

桃怖蜘の，)i災荷が、皿Ｉ:公社の1蝋による、独

自仕様での股開を堆本として、パートナー企業との

提携を行っているのに対し、ウィルコムでは、パー

トナー企業とウィルコムがＷＩＮ・ＷＩＮの関係とな

るようなオープンなビジネススタイルをとっている

のです。

汎用()ｓの採用やコンテンツの典ｲＩなど、様々 な

スタイルによってウイルコムおよびハートナー企業

がそれぞれ発展するような仕組みを今後も強化し、

新たな皿1,;マーケットの刺川に辿進します。

また、オープンなプラットフォームを器分Ⅲiの

パートナーと活用していくことで、特定のマーケッ

トに独''1の通信サービスを導入し、新たなマーケッ

トを切り開く「コミュニティーマーケット」の創出

にもiiソJしていきたいと必えています。

〔ウィルコムの場合〕

'最後に
＃

〔他社ケータイの場合〕

＃

図ひとつの基地局が数百ｍ～数ｋｍの広い範囲をカバーする「マ

クロセル方式」を採用する携帯電話に対し、ウィルコムは数十ｍ～

数百ｍごとにきめ細かく埜地局を設置する「マイクロセル方式」を
採用している

１１本発のモバイル通儒技術である「PIIS-lの更

なる進化を追い求めつつ､今後も「低額」な「定額｜

サービスにこだわりながら、「Ni難！「｣ﾘﾙ所」「時ｌＨＩ

帯」「コスト」など様々な制約のない､豊かなコミュ

ニケーションサービスをお客さまのニーズに介せて

提供していきます《，

ウイルコムならではの安心・安令なサービスの従

供することがウィルコムの使命だと考えます。

文‘柿島京子（総務部広報グループ）
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携帯端末と位置i情報
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ワンセグ放送の本格化を見据え

携帯gコンテンツ
n．ＡＳＰや位溌1Ni報コンテンツに積極的な携帯

向けＳＮＳなど､モバイル蕊明期から続く豊P
Ｉ」

かなノウハウで新しいiil図ｻー ピｽを開拓すＭ

｡

モバイル２０時代の MmA

ユーザー発信Wi報へのGPS''１f報の付加

柳lMfSVSでは、ユーザーが地域のグルメや買い

物h'州跡をテキストや厚真メールで発信するコミュ

モバイル2.0と位置'情報

るインデックスに今後の展望を聞いた

Ⅵal).()､(､では、インターネッ1,から取得した

地IxIデータ群をデータ放送からの・吹リンク内で、

い1Ｌ（Ｂ'･()孔(I(‘８１烏ハIilrklII》Ｍ１】農'、壁、邸ｌＬをベー

スとするデータ放送向けのページ記述言語）によっ

て情報災示を行いますので、放送ilWiIiiiを見ながらの

地ixl柄川が111.能にな')ます°

また、Iliに地Ixlを表,Ｋすゐだけでなく、併組を見

ながら邸使冊８･や(Ｉ所、駅端などから地lxlや詳細な

梢蝿を検索したり、１１コミ褐,j為板群、多彩な利用法

を提供しています。

モバイルメディアと位置'情報

2006年－１ノlに始まったワンセグ放送を‘受Ａ１でき

るｲ齢f地話は急噸しておI)、今後は、殆どの端,kで

標雌装附されていくものと蝿!されていますまた、

2()()8年からは、これまでの家庭川放送とＭじもの

を流すサイマル放送からワンセグ独''1の放送を流す

ことが''１.能となります。

当社では、東名限の主災な地上放送jmjl5A1j及び

術ﾙﾐ放送り雌蒋から川尚を１１卜て、ｆＷの棚W1u,Wiサ

イトの柵築、巡憐だけでなく、放送とjln｛‘iの迎柵に

関わる様々な取り組みを進めています。

その中でも、ワンセグのデータ放送と逆1Wした挑

帯巡話向けサイトの櫛築、運竹などを↑j:うための

パッケージ「.()1,1,（ドットワン)」には将にﾉJを入

れています。イル肝サイトのH#染・巡僻支援からコン

テンツ制作、コンサルティング、技術支援までをワ

ンストップで提供する点力端:徴です。

ここではまず、「.(),肌･」を川いたソリューション

のひとつであゐ「MaI).<)１１(．（マップワン)」をご紹
介します。

データ放送向けの地図ＡＳＰ

「Map､One｣とは？

Ｍｉ１ｌ).()'１(、（マップ『ノン）は、地ｋデジタル放送
におけるワンセグ放送やハイビジョン放送でのデー

タ放送において、１１本御lilのi淵11地lxlや地域|州Ｉを

提供できる、株式会社サイバーマップ・ジャパンと

､'1社との‘I唯提ｲﾙにより提供すゐＡＨＩ'サービスで

す。

データ放送では、インターネットから１，iiWIを１１卜よ

うとすると、放送側Ｍｉが消えてしまい、綱[をj,,Lな

がら地似|などを参照することができませんでした《，

データ放送の普及を見据えた携帝向け位個情報

サービスの1＃1発に加え、、'1卜l:では、蔦N＄をはじめ

とするユーザー参加型のモバイルメディアでの位制

IiI州サービス提供にも鮒械的に取り組んでいます。

イル柵IjIWiでの洲Ｓやブログの利ﾉﾛが燃発的にｊＷ

大し、モバイル２.()の代表といわれるＣＧ１Ｉ（コン

シューマー・ジェネレイテッド・メディア）がWii京

しつつああ状況を光取って､１１社グループでiHI発した

|冊ＩｌｆＨＮ５「(;()rc()」は、すでにl()万人以上の会１１

を典めているのですが、ここでは、
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･ユーザ－発ｌｌｉｌ州lへの(;I'ＨＷ州iの付川

･ＩⅢIWlﾉﾘ1職(;I)Ｈの利川

以l:のニノjliIjから位州.１１州(コンテンツの|H1光・提

供を進めていますｒ，


