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圃弓サイト毒n噸ニェンク読インI、【琴掌且』セキュリティのポイント

劉濫則
｡_

○２３
セキュリティのポイント

セキ１１Jティボリ愛一

近年のセキュリティ意識の高まりにより、捌滞サイト

でも一定のセキュリティが求められるようになってきま

した。ＰＣサイトと同様、顧客情報を取り扱うＥＣサイ

トや会員登録をさせるサイトであれば、プライバシーポ

リシーを策定し、サイト上に掲示することが必要です

露箸サイトで鯵セキユリ雲イ

会員登録やクレジットカードなど顧客1W報が流通す

る堀合は、サイト証明書を取得した上でＳＳＬによる暗

号化通信を行うのが基本的な対策です。その際注撤しな

ければならないのは、携帯樋話に搭誠されているブラウ

ザにおける証明書の組み込みです。サイト柾明智を発行

する会社は、verisignやsecomlrastなどがあり班すが、

脈明智がjj端端末に組み込まれていないと、、tjっかく脈

明普を肌入してＳＳＬによる暗号化通信をしても、機能

しないことがあるため注意が必要です。

技痴鈎な対霞

挑榊サイトでも「なりすまし」は可能です単純に、

,Ｄやパスワードがメールにて流出した場合に、なりす

ましでログインされたり、ＥＣサイトでの賎貿など直接

的な被害もいくつか報告されています｡そのため、ＩＤ／

ＰＷを発行するだけではなく、以下のような技術的な対

策を組み合わせて実装していくと良いでしＪう。

固体職別番号（subscriberlD）で篭理する

携帯電話それぞれに付与されている固体雛別番号を

利用して、ログイン俄報、状態を篠理する方法です。固

体論別番号による管理は、基本的になりすましが困難で

あるためセキュリティレベルは向上します。

クッキーやセッションＩＤで笹理する

セッションＩＤと呼ばれる繊別子を付与してそのセッ

ションＩＤが有効な期間は同一ログインとする方法です。

セソションの有効期間を設定できるため、なりすましが

しにくくなるとともに、一定期間内であれば同一ログイ

ンとみなすためユーザーは何度も!Ｄを入力する必要が

なくなります。また、クンキーを利用できる端末も出て

きているので、可能な場合は対応していきましょう。

携帯のみアクセスできるようにする

携帯電器キャリアの公開している|Ｐアドレスや推帯

施話のユーザーエージェントからしかアクセスを昭めな

い方法です。ＰＣからアクセス可能なサイトはＰＣ上で

いろいろな攻撃を行うことが可能になるため、ＰＣから

のアクセスは拒否しておくと良いでしょう。

１噸騨痛報を顎ﾔﾉ扱う零黄陸、プライバンーポリ孝一を軍軍し、縄頑ｱｉ愚

旦顧客鴬藷を入魂寸吾ページでは、雪gL通指に対露させる

3:撞砺的奪対麓を組み番わせるこ躍雷セキュリティL声ベノB鑑向_上墓惟る

０６２１推帯サイト制作のチェソクポイント【４本胴１
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５．１制作フローと全設醜ホイント

挑帯サイト開発でおさえておきたい技術的なポイント一般的なfljll作フロー

5２文字コート・絵文字のボインI，

文字コードの概要ＣＧ|サイトでの入力値処理絵文字の概要

5-3画俄・ムービー．サウントのホイント

画佃ムービーサウンド

5-4同窓ｈ・アプリ・ロＧＩ、ポイント

ＦｌａｓｈアプリＣＧ’

罫５１に粥に謂篭的な撹鍾師罪イント

ユーザーエージェントと固体臓別帝号メール送他位悩慌朝

5．６システム開発のホイント

一般的なシステム開発のポイント携滞サイトならではのポイント

蔓



量

､、サイト制作のチーンクポイントＩ技凶匡１制作フローと全般のポイント

０２４

１１蓋則
制作フローと全般のポイント

携帯サイト鴫発で主さえておき廷い

撞術的蓉ホイント

携帯サイト制作のデイレクションを行うにあたって、

おさえておきたい技術的なポイントは大きく分けて、ふ

たつ必ります。ひとつは、携帯寵話のハードウェア上の

Ili''約やサウンド・ムービーといったマルチメディア技術

のファイル形式や仕様について。もうひとつは、iWi的な

デザインページだけではなくユーザー投稿などを扱う動

的なサイトを開発するときに必要な、一般的なシステム

開発上のポイント

推聯稲話には数多くの機能が搭載されていますが、ひ

とつひとつに様々な制約があります。やりたいことが実

現可能なのかどうか、技術上の制限をおさえておきまし

ょう。またシステム開発にあたっては、基本的にＰＣサ

イトでのシステム開発と大きな違いはありませんが、淡

示端末による逸いが大きかったりJavaScrip1がサポー

トされていないなど、一部ＰＣの場合とは異なる点があ

ります。

一篭禰な制倫フロー

携滞サイト制作の一般的な流れは、図5-1ａのように

なります。

要件定義、技術選定、サイトマッブ作成

サイトで実現したいことを、要件として整理していき

ます･技術上の制約や迩択肢がある場合は、技術特性

を見定め、ターゲットにする挑帯機種を限定するなどコ

ストバランスを考慮した上で、使用する技術を選定して

いきます。また、サイトマップ作成は制作規模を見積も

る上で亜要です。

サーバの手配

サーバマシンやネットワーク回線やドメイン名など、

インフラを用窓します。ＰＣ向けのサイトをつくる場合

と違いはありませんが、一般に、ＰＣサイトと比べて１

ページあたりの情報量が少ない分アクセス数が多くなり

やすい傾向があります。想定される最大負荷を見碩もっ

てスペンクや柵成を決定しましょう。ドメイン名は、挑

帯樋騒でも入力しやすい短い名前のものが好まれます。

プログラム開発、デザイン制作、コンテンツ制作

一般に、プログラム開発とテザイン制作は並行して作

業を池めた上で、それぞれが出来上がってから両者を合

体させる工程になります。サウンドやムービーなどのコ

ンテンツ制作では、携帯盃話用のファイル形式の変換が

必要になる場合があります。

助作硫脇

洲#7(t紹突機を使って動作確開を行います。機狐ご

との述いがあるため、できる限り多くの狸類で動作砿既

することが望ましいです。用意するのが難しい場合は、

動作検証向けに様々な機種を貸し出してくれるサービス

を利用する手もあります。

’ＰＣサイトの麗発と呈零繭に同じだが、－副嬬暮濡苓イト特有の事惰がある

マ雅子メデイ蚕コンテンツを漣う需含は、それ写れの技術的蕊制約畠おさえる

０６６蝋淵サイト制作のチェンクポイント【技術網１
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鵬寄轍イト制作のチェソクホイン卜ｌ技術現】文字コード・絵文字のポイント

星’２１濫副
文字コード・絵文字のポイント

β隠呂

文字ヨード露糎要

挑帯サイトのコーディングには、大きく分けてＨＴＭＬ

形式とＸＨＴＭＬ形式があり、キャリアによってそれぞれ

サポートされている文字コードが異なります。また、こ

れとは別にメールについても文字コードの制約があり

ます。一般的には、ＷｅｂサイトはShifl-JlS、メールは

lSO-2022-JPで記述するのが良いです。

喝曾1サイト毒鰯入ﾌ了値処理

ＣＧ|サイトの場合は、掲示板サイトなどでユーザーが

フォーム入力した値を受け取って処理したり、メールで

ブログ投澗などを受け付けたりする場合にも、文字コー

ドについて留意する必要があります。正しい文字コード

で処理しないと日本語データが文字化けします。基本的

にもとのＨＴＭＬページの文字コードと同じ文字コード

でＰＯＳＴされてきますが、ａｕの機灘でUTF､８で記述

しているケースで、Shifl-JlSで送信されてくる場合が

あります。

崖室字蕊概婆

携榊ならではの機能に絵文字があります。サイトの雰

囲気を盛り上げる上で絵文字対応は重要なポイントで

すが、キャリアそれぞれ独自の絵文字表・コード体系が

'原則、昂hlfi,l嬢で認一ジを制作する

2メールはlSO-2022-JFで送信胃i,る

用意されており、対応するには多少の開発コストがかか

ります。ビジネスユースなどで絵文字対応の必要性が低

い場合は、部分的に絵文字非対応とすることでスピーデ

ィーなサイト開発が可能になることもあります。

絵文字を扱う上で訂意すべきポイントしては以下のこ

とがあります。

・絵文字体系はキャリアによって大きく異なる。

・キャリア内でも機梱によって対応文字数や絵柄が異な

り、完全に１対１対応はしていない。

・表示させるにはキャリアそれぞれいくつかの方法が用

意されている。

・キャリア側が絵文字変換の仕組みを用意していて、ｉ

モード用の絵文字を記述しておくとａｕ，Soi1Bankで

も似た絵柄の文字に変換表示してくれる。

．ただしキャリア自励変換も完全ではない。しっかり対

応するには自前で変換表を作成する。

、ユーザーはＷｅｂフォームに絵文字を入力することが

できる。絵文字部分は独自の文字コードで送信されて

くる。

、メールの本文や件名に記述することができる。ただし

批帯以外のメールアドレスに送侶する塔合、ｉモード

とSo1lBankはキャリア側サーバで絵文字を削除して

から送信する仕様になっていて、メール投稿機能など

で絵文字の利用は不可。

3,続文軍対応は灘用対効果を考慮したうえで、段階的に琴入することも－霊

０６８１惟緋･リイトィll1l作のチェソクポイントＩ技術編Ｉ



5-2ｂキャリア脳堕呈と鋤蓋堂宇苛龍祇況

5-2ａ対応している童亭コートについて
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○
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絵文字#1～詔

宝SoftBank
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ＰｒｏｃｅｓＳｏＩＭｏｂｉＩｅＳ１Ｉ“色ＲＲｌ０６ｇ

タイプＣ

HTML4.O対応捜種～

上記以外の全槻梱

C400シリーズ.C1001SA
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・SoItBankhttp://developers､so11bankmobllcco‘ip/dp/Iooldl/ｗｅｂ/DicwordtoDDhD

1～３３．ｄｕｊ,Kppd
タイプ、

’

1～Ｒフクタイプ，

lｌｌ

鴬個醗番号聴園；岸認悪宰

キャリア

樋圃
４

キャリア 対応絵文字租頚
開琴Wp輔Ｅ弔至臨画酌



＝

。

F 可

名’
L 虫

煩帯サイト制作のチェックホイント【技術狸Ｉ画像・ムービー・サウンドのポイント

法則
０２６

画像。ムービー・サウンドのポイント

廼鍛

携帯で扱える画像にはいくつかの形式があり、キャリ

アや機祇によって対応状況が異なります一殻的にはキ

ャリアによって形式を出しわけすることが推奨されます

が、最近の３Ｇ端末だけをターゲットにする埋合は３キ

ャリアともＪＰＥＧ形式にする手もあります

また、Sof1Bankの一部機狐では、アニメーション

GIFとは別に画像アニメーション表示を行う独自形式が

用激されています。

ほか、挑淵サイトならでの特徴として、ファイル容量

制限と娠送制限機能があり態す。ファイル容鼠制限は、

１ページあたりに含まれる全画倣ファイルの合計容量で

の制限があり、これを超えると機郡によってはページの

下側が表示されなくなり鵬す。容鼠を超えてしまう塊合

は、画倣を使う箇所を絞るか絵文字に世き換えることを

検肘しましょう。1帳送制限機能い、特殊な股定で画像フ

ァイルを保存することで、ユーザーにダウンロードや再

配布などを行わせないようにする機能です。キャリアに

よって股定の仕方が兜なり甑す。

ムーヒー

携帯向けのムービーにはいくつかのファイル形式があ

り、圧縮方式やビットレートなどが異なります。内部デ

ータ上は映像、音声、テキストテロップの３要素で桶

成されていますムービー作成時の設定やＨＴＭＬ記述

での埋め込みパラメータにて、再生制限や転送制限を設

定することができます。制作するには、QuickTimeP｢ｏ

等の市販の動画制作ツールで鋸集し、それぞれの形式

に変換します。

サ ウ ン ド

サウンドファイルを作成すると、着信メロディとし

て利用できたりホームページのＢＧＭとして利用（au，

SoItBankのみ対応）したりできます。ＳＭＦ（スタンダ

ードＭＩＤＩファイル）形式による演奏梢報とＷＡＶ形式

によるサンプリング1W報が利用可能です。ｉモードのｉ

メロディの仕様は公開されていませんが、ＭＦｉファイ

ルの制作方法について、またEZweb・SoftBank向けの

SMAＦファイルについては、ヤマハ社のサイト〈hllP:/／

smaf,yamahacom/jp/）にて各稲Wj報が公Ⅲされてい

ます。

マルチ〆号イア言一霞鐘考ヤリアや撞種窪よって様々奪う苦一マットが蕊愚ので、ターゲ

ト握称を震錘た上て副熊ﾖ・るず幸琴yIhを議定する

０７０１雌器サイト制作のチェンクポイント｛技術綱】



5-3ａ画棚形式とキヤ叩ア対応状況

キャリア gⅡ アニメーション9ＭアニメーションgⅡ jpgipg

,,墨：lllill：'',Illlllllll:擬’
雲SOnBnnk３ＧＣ型のみ対応３ＧＣ型のみ対応蝋３○蝿

ｐｎｇ

Ｘ

△燕２

０

,;:１ＨＴＭL３０世代脳裡の－記とＨＴＭＬ４０以降の捜極で対応蕪２２５６色以下のインデ/クスカラーに対応
,;:３－謡端末のみ対応‘§･４Ｃ２型は非対応

5-3ｂムービー形式とキャリア対恵捜現

キャリア 拡頚子

‘3師

最大ﾌｧｲﾙｻｲズ(パｲﾄ）
刊Ⅱ冊ﾊﾛRnmHRI

300ｋ（Ｎ2051～9001シリーズ】

500ｋ(901i～903iシリーズ）

１０Ｍ（903iX,9041～シリーズ）

'|iiiiiiiiill
llllI，

_n塁Ｉ１００ｋ

‘392

、叩…、。

咽Ⅷ1０

＝ＳｏｎＢ３ｌｎｋ．3師

グｳﾝﾛー ド阿望81sＭ(Ｗｼﾘー ス）‘240k仏ｼﾘー ｽ１

ｼｮーﾄｽﾄﾘーﾐﾝグW『生:ＭＯｋ
Ｅﾒーﾙ添付:150k(Ｗｼﾘーズ）100k<Aｼﾘーズ）

ダｳﾝﾛード再生1512k(Ｗｼﾘーズ)／240K(Aｼﾘーズｌ
ｼｮー ﾄｽﾄﾘー ﾐﾝク可幽:140k

Eﾒーﾙ添付:150k(Ｗｼﾘーズ〉.‘100k(ﾊｼﾘーズ）

200ｋ

5-3ｃサワンド爵式とキヤ『Jア対応状況

最大映像フレーム

レート(fp鋤

15,30<903Ⅸ、

904i～シリース'）

1Ｅ

1５

1Ｅ

1に

音声符号化方式

ＡＭＲｃＡＡＣ，

HE･AAC（903iX

904i～シリーズ〉

ハＭｎ

対応槻圃

ＦＯＭＡ２０５,

シリーズ以錐

FＯＭＡＤ２１０１Ｗ

ＳＨ２１０１ＷＴ２１０１Ｖ

AACﾉＡＭＲＥＺムービー対応鎧案

MP3/OCELPEZムービー対応端末

ＡＭＲＷ姻舎３ＧＣｌＷ

キヤリア
エ画どき?雪垂心▼ＴＯＴ竃＝

拡眼子 フ 鶴傭孝

蔑翫川ｍＩｄ

霞…llli悪
’''１１照

＝SoRBnnkmId

フォーマット

MFi(iメロディ）

ＳＭＡＦ

Ｑｃｅｉｐ

Ｃ･ＭｌＤｌ

ＳＭＡＦ

ＳＭＦ

ｇＭｎ

嬰狸により対応バージョンが異なる(MA7/MA5/MA3/ＭA2/ＭＡ１１

cdInaOne機種とＷ21/lNFOBAR/A5401CAなどの一部仙樋のみ対応

C3/C4/P/Ｗ型､3GC型の一郎

3ＧＣ副

Ｃ/Ｐ/Ｗ期

ＰｒＯＣｅＳＳＯＩＭＯｂｉｌＧＳＵＣＣｅＳＳＯ７~１



によって名称が異なり、ｉアプリ・ＥＺアプリ・Ｓ１アプ

リと呼ばれますキャリア間の互換性はなく、同じキャ

リア内でも機狸によって制限内容や実行処理速度が異

なります。自由度の高いアプリケーションが開発できる

一方で、不正なアプリケーションの普及を防止するため

キャリアによって配布が制限される場合があります

屡霞Ｉ

サイト内でユーザーからのフォーム入力を受け付け

たり会員ログインが必要なサイトを実現したりするに

は、ＣＧＩを利用した動的なサイト柵発が必要になりま

す。ＣＧＩサイトを作成するにはPerI、ＰＨＰ、Ｊａｖａなど

のプログラミング言語を利用します。このほか、厳密に

はＣＧＩとは異なりますが似たものとして、WindowsllS

サーバを利用している場合はＡＳＰが使われることもあ

ります。

ＣＧＩの開発にあたっては、必本的にＰＣ向けサイトの

CGI違いはありません。ＥＺｗｅｂでは独自仕様で、端末

固体番号（サブスクライバ|Ｄ）をHTTＰヘッダ傭報の

ＨＴＴＰＸＵＰＳＵＢＮＯフィールドにて送出するよう拡

張されています。

Fにsｈ

一

４薄’４｜法則
Flash・アプリ・ＣＧＩのポイント

oZ7

臓器雫イト耐作働乎二ｆｒ＊イ室１１控耐震ＩＦ１ａｓｈ・アプリ・CGIのポイント

携帯向けに使われるFlashの規格としてFlashlileが

あり、端末に捲戦されているFlashPlayerのバージョ

ンがサポートされていればキャリアを問わず互換性があ

ります。利用できるのはＨＴＭＬ中のインライン表示ま

たは全画面表示と待受画面で、ＥＺｗｅｂの場合はさらに

スクリーンセーバーや蒲Flashでも利用できます。

２００７年秋よりＮＴＴドコモからFlashlite30対応の

機種が発売開始されました｡FIashlite3､０では動画(flv）

を扱えることが注目されており、他キャリアのサポート

肋向次第で今後のリッチコンテンッ制作の主流になる

のではといわれています。

FIashlite規格ではないＰＣ向けのｓｗｆファイルと

は互換性はありませんが、制作するにはＰＣと同じく

AdobeＦｌａｓｈ作成ソフトを利用します。

アプリ

アプリとは、プログラムを携帯飽話にダウンロードし

て実行できる機能です。スタンドアロン型のミニゲーム

や、ニューステイッカーのようなネットワークアクセス

を伴うアプリケーションなどが実現できます。キャリア

’Ｆ１率ｈは最近鋤謹種｡E利爾可龍Ｆ１ｮ甑lilE護熟で耐1豊両-る

アゴｊＪはキャリア・擬穐にJ二って辻溌露嵩い鑑走きい鱈寵対晦誕躍Ｌ違憲する

§“I圏発は、三部携畿サイトならでＩ型廿窪があるが基毒諭にＰＣサイト鮮諾嘩蝋昔と

同じ

０７２１推帯サイト制作のチェンクポイント【技術胴Ｉ

四法則
腿了



5.4ａＦｉａｓｈＬｕｅハージョンと拳‘I,リア対応祇況

Ｉ

Ｉ

Fiasi1Mi°ｌ

ＷｌＩＩｌｉ

ＢＳｎ ８

曙KＯ

恩KＯ

Ｆ１"h互換｜キャリア

卿.鋤釧鱈1'１',,I:琴
…響||棚蜜

ア前

Flash7相当「面…

＝SOIlBaIl

Flash8相当ⅢⅡ濡傘

対応棚 閥対応棚瓢

505i,506i,９００i

901i,902i､903i,904i､700i,７０１１，７０２i,703i,704i,705i,8001.8511,883

A5507SA､A5512以降､Ｗ21以降(Ｗ２１Ｈ除く)､taIby､Swee1s,Ｇ’zOne

703SH,705ｓＨ,802SE,802ＳＨ,804sＨ,ｇ０２ＳＨ,903ＳＨ,904ｓＨ､905S卜

対応端末なし

A5523以降〈A5527SA除く)､W42SAW43K,W43S､Ｗ４３Ｈ,W43CA、

……帽Ｗ,IⅢ川I|Ｉ,,，810以降､９１０以降

9051

5-4ｂアブ１Ｊ鮮毒

キャリア 名称 間罷 言晒 掴憩塵舞議騨 咽舞

訂銅

'ｑｕ鼻“

＝錨ｎＢ１鍬

Ｉアプリ

I垂ｱブﾘ(Java）

EZｱブﾘ<BREWl

オープンアプリ

Ｓ１アプリ

鼎

ＪａＶａ

Ｊａｖａ

Ｃ/Ｃ+＋

Ｊａｖａ

ＪａＶＤ

Doiaブﾛﾌｧｲﾙの対応バージョンが機梱によって呪なる

２００４年以降､対応蛸末は発売されていない

公式コンテンツブロバイダ向け

一般ｻｲﾄ向け，Ｗ５１ｼﾘー ズ以降で対応

ソフトパﾝｸが認定するコンテンツアグリゲーターのサイトからのみダウンロード可能

5-4ｃ錘ＥＭｒ*IljFIで唇邑圭な篇斌室鞭

フィールド

REQUESTLURI

QUERY-STRING

REMOTELADDR

REMOTE-HOST

HTrP-REFERER

HTTP-USER-AGENT

HTTP-X-UP-SUBNO

i-i{&］

アクセスするために揃定されたＵＲｌ

ＲＥＱＵＥＳＴ－ＵＲＩのなかの

｢(ool茸varl&fbo2麺va｢2jの部分

アクセスしてきたユーザーのIPアドレス

アクセスしてきたユーザーのＤＮＳ逆引きホスト名

直前に参照していたぺー ジのアドレス(ﾘﾌｧﾗ）

ユーザーエージェント文字列

固体識別蕃号

’ 携帯ｻ苅卜での蒋記
訳昌■

酉

キャリアが桔つＩＰアドレス網からのアクセスに隈定される

lﾓー ドでは非対応

槻柵愉棚や固体離別涛号〈EZwebを除く)が取1W可能

EZwebの独自仕様

Ｐ｢ｏｃｅｓｓｏｉＭｏｂｉｌｅＳｕｃｃｅｓｓｌＯ７３



ユーザーエージエントと固惇謹別番号

携祢からアクセスした時のユーザーエージェント

(UA)文字列はキャリアによって一定の沓式があります。

これを参照するとアクセスしてきたユーザーのキャリア

や機籾が判別でき、コンテンツの出し分けができます。

またこれとは別に、批帯１台ごとに固有の番号をも

った固体離別番号（サブスクライバＩＤ）を参照するこ

とが可能で、ログインやセッション管理を行う場合など

に利用され寵す。ｉモードの場合、公式サイトでは自由

に利用できますが、勝手サイトの場合は固体番号送信時

に確認ダイアログがユーザーに表示されます叩ＥＺｗｅｂ

とSof(Bankでは端末側のユーザー設定にて、固体番号

を常に送信するしないが選択できます。

メール塗i菖

挑聯へのメール送信は、ＰＣ向けのメール送楢と違っ

て送信しても届かないことがあります。これは各キャリ

アが「迷惑メール対策」に力を入れていて、送信したメ

ールが迷惑メールと判定されてしまうとユーザーへ届け

られないためです。そのため、ユーザーへ硫実にメール

を届けるには「迷惑メール対策」への対策を行う必要が

あります。

脚需〒イト劃形飼号エンクボイントＩ翌糊逼Ｉ挑帯に特徴的な機能のポイント

［
雷
墨

携帯に特徴的な機能のポイント

ドメイン拒否の解除アナウンス

挑滞ユーザーの多くは受信拒否股定を行っています。初

めてメールを送信する直前のページにて、「xxxx､ｉｐから

の受信拒否を解除しておいてください」の注意書きが必

須です“

ＳＰＦ股定

SPF（送信ドメイン認証）はメールサーバに対して行う

設定で、任意のドメインからのメールが正当なメールサ

ーバから送信されたことを受信者が検出できるようにす

る仕組みです。ＳＰＦレコードのないメールは受信拒否

する機能を各キャリアがサポートしているので、使用す

るメールサーバにはＳＰＦの設定を行いましょう。

大盆送個

メルマガ送信などで、短時間に大量のメールを送信しよ

うとすると、キャリアによって迷惑メール染審と判定さ

れて届かなくなるケースがあります。判定基準は各キャ

リアとも非公開ですが一般的な対策としては、小分けに

して送信する、配信エラー率を下げる（一度配信エラー

になったメールアドレスへは送信しない)、などがよい

とされています。

’コンテンツ制し分けをす霊1-1;憎･:Ｉザーエージェントや固捧識珊癖号掻利用寸る

亘撲窯向けのメール基#謎達意産が多い鰯で「選謡メール対箪」盆嘩対蚕を入念に行う

３３重鐙請報唾メリットは、五蕊請趨醗提鶴と現窪地岬入力手腿蝿曹篭ができること

０７４拠りMiサイト制作のチェンクポイント【技術網】

５ 法則
Ｏ霊



位置情湘

位置梢報を利用すると、周囲の地域情報を提供する

ことができたり、ユーザーが今いる場所を入力する手間

を省略したりすることができます。

位置傭報の取得方式として、蕪地局をベースにした簡

易型の位世'Ni報と、ＧＰＳ術星を利用して測位するＧＰＳ

5-5ａユーザーエージェント文字列の雪式

キャリア 哩租

情報があり、最近の機種ではＧＰＳもサポートされるよ

うになっています

キャリアによって利用方法や取得可能な惰報が異な

ります。ｉモードとＥＺｗｅｂでは位置情報送信時に確認

ダイアログがユーザーに表示されます。SoItBankでは

あらかじめ端末側のユーザー股定にて利用可能に設定

しておく必要があります‘，

書式

g聯酬,,Ⅲ11,,::::M:借帥:麓:鯛駕薦;鯛i1蝋麗調1W,，
･照ｷｬｯｼｭ:｢cOOO｣…ユーザーが設定しているプﾗｳサｷＷｼｭ容量(１１１位KB）

･；･状態ｺー ド:ITB』・ブラウザｱｸｾｽ､ITC｣…画像非饗示設定､｢TD｣JAR取得時､｢Ｗ｣･･･iｱブﾘからのアクセス
･§･プラウザ表示可能パｲﾄ数:｢WxxHyy｣･･･斐示可能な撰捌文字致
輔モード対応HMTLのバージョンによって､古い槻種では出力されない項目があり串す言

lIlou…|,,,,‐…パｲｽ,｡UP…‘,プﾗｳザパージ蔓ﾝ{Guw-,蝿
.§;デバイス|D:槻梗名をあらわす・コード

：:::::Ⅲ|||||||撚鰯潟為蛎…，
悪SoftBank VodaIonG/ブﾗｳサパー ジｮﾝ/機種名/蝿末パー ジｮﾝ/蛎末シリアル番号ＵＡ鞭別/UA名/

．…｡||｜撒鵬機灘茎ﾝ,，鯵………，
。§･910T魁810SH､B11SH､705P以降発売の機種は｢SoI1bank～｣となる

5-5ｂ種固儒聖鋤キ学リア守宗一＊殺現

許ﾘア｜名称

ｉオーブンエリア

語~ず談....･･･~、

D･P9IVloGPS

取偲可能侭Ⅷ

全国505ｴﾘｱのエリアコード

緯度経度､測位レベル(情度）

簡易位置梢報紺度経度

l湿[i醗雷調
ＧＰＳ

位置情軸緯度経度､住所文字引

園:SoftBank位置情報(3Gc型）緯度経度､住所文字列､測位精度

肘応槻圃 画毒

全撰種

905i(SH905iTV除く)､904i,903i<TV．
Xｼﾘー天除く)､801i､F883iES,SA800i、
SA702i,SA700iaF505IGPS･F661i

柵墜鵜鋪．Ｉｌｌｌ‘職･･･凧一十難緬

鰻……,Ill舗総瀞”
ＩｌｌｌＩｌＮｌ
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協馬盤イト馴昧のチニソクボインI、【技1１，１システム1W1発のポイント

法則

⑪ 零
システム開発のポイント

－韻的な書異テム測琵鱒毒イント

要件の定装

システム開発するにあたって最初に重要なことは、実

現したいサイトの中で動的な処理が必要な箇所を機能

として洗い出し、要件として定義することです。アクセ

ス数や会員数などの目標規模も重要な指概です。予卯

上の制約などでサービス開始した後に段階的に機能追

加する場合も、追加する機能を事前に洗い出しておくこ

とで、その後の開発効率が大きく左右される堀合があり

嘘すサイトオープンしてから必要になる通用監視系の

典務機能についても併せて検討します

サーハ栂成

サイトを支えるサーバマシン構成も重要な要素です。

小規模なサイトであればレンタルサーパ利用が向いてい

るでしょう。その際は使用するプログラム言語や必要な

ディスク容量などが選定の基準になります。

大規模なサイトの場合は専用のサーバが必要になり

ます。データベースやメールサーバなどサイトの機能と

して必要なものや、セキュリティポリシーやデータバッ

クアンブ計画によって必要なサーバ拙成を決定します。

ＥＣサイトなどで２４時間稼動の必要性が高い場合は、

冗長構成（非常時に備えた構成）にすることで万が一の

障害発生時でもサービス停止を防ぐことができます。

また本番用のサーバとは別に、開発に使用するサーバ

が別途必要になる場合もあります。

助作砿賜

システムが完成してサイトオープンする前に、動作検

証を行います。要件として定義した機能が正しく動くこ

とはもちろんのこと、様々なブラウザ環境での正榊表示

碓開やアクセスしたときの反応速度なども忘れがちなポ

イントです。

擁帯蒲イト唾ら香糠韓罪インi肇

挑帯電話ならではの制約

挑蒋翫話のブラウザではJavaScriptがサポートされ

ていませんＡｉａｘのようなクライアント側での処理は

行うことができません。またクッキーもｉモードでは対

応しておらず、セッション管理などを実現するにはＰＣ

サイトの場合とは違う対応が必要になります。

IＰアドレス、リファラ

批聯飛話突機からのアクセスは、キャリアが持つIＰ

アドレス網からのアクセスに限られます。この'Ｐアド

レス網の詳細は各キャリアが公開しています。またｉモ

ードではリファラ（そのページを表示する直前に開いて

いたページのこと）を送信しない仕械になっており、利

用することができません。

開発環境、実磯砿露

挽帯電話実機で動作確認をするには、プライベートな

ＩＰアドレス内ではなく、外部からアクセスできるＷｅｂ

１回Ｃ桧イト開雲での重婆愈誰インl､卿、総帯‘サイト鵬蓋ぞ量同じように重要

2梼帯サイトにはFjcサイトにはない制約をふまえる必要がある

０７６１挑iNfサイト制作のチェンクポイントＩ技術編Ｉ



サーバが必要です。開発中で関係者以外からのアクセス

を禁止したい堀合はBASlC認証を利用しましょう。

挑淵サイトは機種によってブラウザでの見え方が大き

く異なります何すべての機種で動作確認を行うのは現実

的にとても難しいですが、なるべく多くの機種で動作砿

開するようにしましょう。ＰＣブラウザで励作砿閉する

のに比べて鵬排禰話実機での動作確認は、ＵＲＬ入力等

に手間がかかるため所要時間も多めに必要ですｃ

5.6ａ主なＷＧｂプログラミング昌狙・蓑諭

曾躍‘技術

PＨＰ

LlFwnノＪＳＰ

ＡＳＰノＡＳＰ，ＮＥＴ

JavaSc『ipl

蒋微

Webプログラミングに鞘化した曾晒､文法が分かりやすく初心潜でも入りやずい愚

Webに限らないシステム開発全般で広く利用されている｡保守性が高く大規模な開発雲件向き･

JSPはHTMLの中にJavaｺー ドを記述する技術。

WindowsSe『VerおよびIISサーバにてプログラミングするときに用いられるフレームワーク。
ASP・NETはASPの後継技術。

上記4つとは異なり､サーバ側ではなくユーザーのブラウザ内で動作するスクリプト。

5.6ｂシステム開雲のおもな工程

要件定義

皿■

設計

邸狸

実装

』！巳

テスト

』＆回

リリース

[鍔蝋概鯛鯛憾撫鰐したい畠と鵬

[:織蕊綴織蝋縄餓呼遡職ず愚。‐

[プ･’う…にて"繊細鵬ｺーデ『ﾝ'',ｒいくｴ蝿。

｢撫瀦糊:撫識裟撫腿すぐﾃバ,グ）

｢漁嵩卿'鼠７…ﾄーﾙ‘…1-…’鰯司‘灘
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､第六章３

携帯サイトの運用
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6--1サイトの運雷体制を整える

椎帯サイトの目的を明確にする無理の篤い亜新郷更と役割分担試験覇境の柵築

6-2更新しやすい仕組みにする

携帯サイトの鮮度携帯ブログを活用するＣＭＳ（ConlenIsManagementSystem）を承

用する

頭§ サイトに訪問させる仕掛けを設ける

ユーザーにリピーターになってもらうコンテンツを見直し、情報を整理する定期的に

更新されるコンテンツを用意するシリーズもののコンテンツを用意するユーザーの書

誌入みをコンテンツにする

6.4アクセス解析の仕組みを取り入れる

アクセス解析の重要性携帯サイI､のアクセス解析の手法

日,牙空メール、ＱＲコートから⑲露雛転は吾

椎帯サイトへの溝線空メールを利用した漁線ＯＲコードを利用した導線

ISfﾖ８ 他メディアを活用可る

他メディアを活用するリアルメディアと辿動するＰＣサイトと連動するメディアミ

ックスを考える

6-7他サイトＦ霧鞭する

アフィリエイトを活用するランキングサイトを活用する他サイトから相互リンクする

沼９

眉目３

ユーザーがユーザーを呼ぶ仕掛けを設ける

携帯電垢は、「感情」ツール「友蹴に敬える」リンクを入れるお友達紹介機能を設

ける

ポータルサイト鰯種顛と特徴を零厘する

携帯ボータルサイトを理解する携柵キャリアのポータルサイトの聴徴携帯キャリア以

外のボータルサイトの轄微

6-11Ｊボータルサイトへ登降をする

ボｰﾀﾙｻｲﾄへの溌録ボｰﾀﾙｻｲﾄ離録のﾁｪｯｸボｲﾝﾄYahoo1ﾓパｲﾙに

登録する

６



６ １

樵端言イト魂甑、サイトの運営体制を整える

法則
ＤｇＯ

サイトの運営体制を整える

鵬帯ツイト鐸目縮を蛎需にする

サイトを迩営していくには、メールやチラシや雑誌な

どの媒体も活用して、総合的に典客施策を行っていく

だけではなく、アクセス解析やユーザーの導線分析や

コンバージコン分析、ＡＢテストなどを行って、絶えず

サイトの間匝点を分析、特定し、改善の施策をうった上

で、再び施簸効果を測定するＰＤＣＡ（PlanDoCheck

Action）のサイクルを回していくことが重要です。この

ような作業を進めていく上では、絶えずサイトのゴール

や目的を明賊化し、チームで共有できるようにしましょ

う。ゴールや目的は、できる限り定量的なもの（Ｐｖ数

[ページビュー数}、ＵＵ数［ユーニークユーザー数１，

会員登録者数、アクティブ率、コンバージョン率、売上

げなど）と定性的なもの（ユーザーの捉え方、サイトの

雰囲気、ブランドイメージなど）を規定しておくのが良

いでしょう．

無理の無い更霜頻度と役割分担

サイトは「生き物」なので、定期的に更新し、生きた

状態を保つことが皿要です。更新することも含め、サイ

トの迩営には、ページの追加や修正だけではなく、期間

限定コンテンツの削除やユーザーの質問への回答など

多岐に渡りますそれぞれ企画段階から各作業を｢誰が」

｢いつ」「どのように」行うかというガイドラインと役割

分担を策定しておき、その梢報を元に体制を構築しまし

ょう。サイト運営の当初から、更新頻度を高く設定しす

ぎて、作業量がjMえ、その作業にあたるスタッフが足り

なくなるということはよく起きることです。一方で、あ

まりに体1,ﾘを雛えすぎて、・り･イト規模に相応しくない状

態になることもあります。ポイントは作戦のボリューム

とスタッフのスキル、リソースに対して、あくまで現実

的な見碩もりを行うことです。もちろん可能な場合は、

紫務委託など外部リソースを活用する方法もあります

が、予猟やスケジュールとの兼ね合いや、コミュニケー

ションコストを考慮して、サイトの重要な部分は自社内

で運営できるようにしまし握う行

試燕預填の桶謡

サイトの内容を更新したり修正する場合、いきなり本

番環境で公開すると、更新内容の不備や手順の誤りなど

が発生したときの損失は、状況によっては大きなものと

なります。簡易的なものでも良いので、なるべく本番環

境と極力同じ試験鯛塊を用意し､動作硫認を行ってから、

本番照坑にアップするようにしましょう。サイト更新時

のリスクを極力減らすことが可能になります。

'サイトの運営＄更新↑1謹誰行うには、ザイトの目的やゴールを明確にする

2作装やスタッブのスキJk見寂過りは現霊飽に行い、逼営棒mIl、人数蚤決定する

3サイト輯更新作業には、試験環境を用意しておくとり震クが軽減馨れる

０８０１鵬１Ｍiサイトの通氏


