
■イントロダクション

株式会社ユナイテッドアローズ（以下、ユ
ナイテッドアローズ）は、独自のセンスで、
国内外から調達したデザイナーズブラン
ドとオリジナル企画の紳士服・婦人服お
よび雑貨等の商品をミックスし販売する
セレクトショップを展開している。ファッ
ションに敏感な客層をメインターゲット
に、コンセプトが異なる全15ストアブラン
ド208店舗を全国に展開している（2013
年3月末現在）。社是である「店はお客様
のためにある」に基づき、お客様に満足を
提供する3要素「ヒト（接客サービス）・モノ

（商品）・ウツワ（店舗環境）」を徹底的に
磨き上げることを競争力の源泉としてい
る。この3要素を継続的に進化させること
により、経営理念である「私たちは、世界
に通用する新しい日本の生活文化の規
範となる価値観を創造し続けます」の実
現を目指している。

同社の現在の新規出店戦略において、
GISを利用した意思決定プロセスは大
きな役割を果たしており、ユナイテッドア
ローズのビジネスプロセスにおけるインフ
ラの１つとして機能している。

P R O F I L E

■導入経緯
 
ユナイテッドアローズは、2022年3月
期を最終年度とした長期ビジョン「UA 
VISION 2022」を発表し、2022年3月
期に売上高2,200億円（連結ベース、
2013年3月期実績1,150億円）、経常利
益264億円（同125億円）を目指してい
る。上記目標を達成する為には、売上高
を9年間で2倍にする必要があり、その為
には店舗数の増加が不可欠である。

しかし、単純に計算すると現状の店舗数
を今後2倍にすることになるが、容易で
はない。これまで同社が出店してきた立
地は、新宿や丸の内等、首都圏を中心に
集客が見込める立地であった。しかし、
これら出店立地は余地がなくなりつつあ
る為、中堅都市や地方都市を主な出店
ターゲットエリアとして目を向け始めた。
この戦略の変化が、従来の意思決定プ
ロセスに警笛を鳴らすこととなった。

出店の可否は、経営層が最終的な決定
を下しているのだが、ここ2年で意見が割
れ出したのだ。今までは自分も行ったこと
があるような候補立地に対する意思決
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課題
・地方都市への新規出店判断において
 客観的な指標が欲しい
・市場の隙間を見つけたい

導入効果
・新規出店候補エリアに対する疑問が減った
・地方都市における出店先の選択肢が広がった
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株式会社ユナイテッドアローズでは、新規出店判断プロセスにGISを導入し、
郊外立地への展開における客観的な意思決定を行っている。 

ハウスカード情報と外部統計情報の地理的活用
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＞ ビジネス ＞ エリアマーケティング

新規出店戦略におけるGISの活用

株式会社ユナイテッドアローズ

GISシステムの運用フロー

定であった為、デベロッパーから提供さ
れた情報と経営層の肌感で出店の判断
を行っていたが、地方都市や中核都市
になると土地勘が無い為に、判断がし辛
くなるケースが出始めた。「出店しなけれ
ばいけない」「でも出店に踏み切れない」
ジレンマがユナイテッドアローズ社内に
生まれた。これらエリアに対する意思決
定をより正確かつスムーズにする為に、
各立地の収益性に関する客観的な情報
を把握する必要性が出てきた。課題を解
決する為のアプローチとして、国勢調査
や地図を絡めたツールの導入について
5年程検討を続けていたが、費用対効果
を感じる選択肢がなかった。しかし、Esri 
Business Analystを活用したソリュー
ションは、これまで見てきた選択肢と比
べて遥かに利便性が高く、コストも低く、
上記課題を解決できる拡張性もあると
判断した為、導入を決定した。

■導入手法
 
GIS導入プロジェクトは、同社CRMチーム
による顧客分析から始まった。分析の内容
は、各店舗・ブランド毎にハウスカード情
報を地図上にプロットして、社内競合の考
察・新規出店前後の顧客分布の変遷を把
握することである。このような汎用的分析

は、現在年間で40件程度行われている。

続いて導入したのは、新規出店立地分析
レポートの自動作成ツールである。同社
店舗開発部を中心に要件を詰めながら、
ESRIジャパンのコンサルティングサービ
スがカスタマイズ開発した。このツール
は、至ってシンプルな操作で客観的なレ
ポートを作成することができる。必要項目

（ブランド名・新規立地の場所）を入力
し、ボタンを数回クリックするだけで、各
候補立地周辺のハウスカード情報や人
口統計・年収等の情報が集計された定
型Excelレポートが自動作成できる仕様
になっている。このレポートから得られる
情報（市場規模・社内競合の度合い）を
判断材料の一つとして、新規出店の可否
を決定できるようになった。このように、
分析対象立地は違っても、判断に利用す
る指標は同じである場合、操作を自動化
することによって、誰もが日常的に利用で
きるGISアプリケーションを導入すること
ができる。

■導入効果

今回のGISシステム導入の効果は2つあ
る。１つは、各事業部（新規出店候補地を
決定する）は、より多くの地方都市出店へ

の選択肢を得られたことである。従来か
ら存在していた、デベロッパーからの提案
物件に加えて、店舗開発部から各事業部
へ自発的に候補立地を提示できるように
なった為である。また、各事業部から店舗
開発部に、候補地提示の依頼が入った場
合にも、「このエリアで、他に出店できそうな
立地はどこか」を提示することができる。
2つ目は、出店判断を行う際に経営層が抱
く疑問が減ったことである。従来は、土地
勘が無い郊外の出店候補地周辺の情報
が不足していた為、その立地の収益性に
ついて、どうしても判断しきれなかった。し
かし、今回導入した仕組みによって、候補
地周辺の人口・年収傾向・そして既存顧客
の分布が明確に把握できるようになった
為、客観的な根拠を以て出店を決定する
ことができるようになった。

■まとめ

「UA VISION 2022」を達成する為に、
導入したGISシステムの運用はユナイテッ
ドアローズの業務フローの中で、必要不
可欠になっている。2014年3月期には、
国内で24店舗の出店を予定している。将
来的には、日本国内の郊外立地に加え
て、アジア圏への出店も含めたGISシステ
ムの活用を想定している。
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■概要

シスコシステムズ（Cisco Systems, Inc）
は、米国カリフォルニア州サンノゼに本拠
地を置く世界最大のコンピュータネット
ワーク機器開発会社だ。企業向けのルー
ティング装置を取り扱い、インターネット
関連事業で大きな成功を収めている。主
な製品には、ルータ、スイッチ、ワイヤレス
製品がある。

■背景
 
シスコシステムズのグローバル サプライ
チェーンは、顧客へのサービス提供を2
時間以内、4時間以内、翌営業日と設定
し展開している。客先で対応するフィール
ドエンジニアおよびハードウエアの交換
部品の発送拠点は、128ヶ国、1,100ヶ
所以上におよぶ。同社のサービス契約内
容には何百万点もの部品が含まれるた
め、それらの部品の在庫管理に数十億ド
ルもの投資が行われている。この大規模
なグローバルサプライチェーンの合理化
と顧客への高品質なサービス提供を目
的に、ArcGISの導入が開始された。

■導入手法

グローバルサプライチェーンの活用と運
用能力の正確な「見える化」を実現する
ため、シスコシステムズのビジネス環境
にArcGISを組み込む形で導入が進め
られた。サービス地域の「見える化」を行
うことで、カバー範囲の重複やサービス
提供エリア拡大、配送網の最適化といっ
た大幅な業務改善が期待できる。また、
顧客の発注情報が倉庫に届くまでのフ

ローを自動化することで、スペアパーツ
の在庫をより効率的に流通させられるよ
うになった。

 

■まとめ

シスコシステムズのグローバル サプライ
チェーン オペレーションの戦略アナリスト
であるWarner De Gooijer氏は、「世界
規模で情報の透明性や位置情報に対す
る意識を高めて顧客と親密な関係を構
築、強化しているシスコシステムズにとっ
て、ArcGISは重要なプラットフォームで
ある」と述べる。「導入はまだ初期段階だ
が、オペレーションの可視性やパフォー
マンスが改善され、ArcGISの導入価値
が目に見える形で現れてきている」と続け
る。より効率的なサプライチェーンモデル
の構築と管理によって、顧客の利益を高
めながらコストとリスクの削減に成功して
いる。
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グローバル サプライチェーン オペレーション
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本稿は2013年6月の米国Esri社プレスリリース

Transparency throughout Its Service 
Supply Chain Using GIS and Location 
Analytics」をもとに作成した

課題
・ グローバルサプライチェーンの合理化
・ 顧客に提供するサービスの向上

導入効果
・ サービス提供地域の見える化で、配送網の

最適化による業務改善が実現
・ 在庫の効率的な流通を可能に

「Cisco Enhances Global Information
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＞ ビジネス ＞ サプライチェーン

世界的サプライチェーン オペレーションの
見える化で業務フローの合理化と顧客との関係性強化を実現
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■概要

シスコシステムズ（Cisco Systems, Inc）
は、米国カリフォルニア州サンノゼに本拠
地を置く世界最大のコンピュータネット
ワーク機器開発会社だ。企業向けのルー
ティング装置を取り扱い、インターネット
関連事業で大きな成功を収めている。主
な製品には、ルータ、スイッチ、ワイヤレス
製品がある。

■背景
 
シスコシステムズのグローバル サプライ
チェーンは、顧客へのサービス提供を2
時間以内、4時間以内、翌営業日と設定
し展開している。客先で対応するフィール
ドエンジニアおよびハードウエアの交換
部品の発送拠点は、128ヶ国、1,100ヶ
所以上におよぶ。同社のサービス契約内
容には何百万点もの部品が含まれるた
め、それらの部品の在庫管理に数十億ド
ルもの投資が行われている。この大規模
なグローバルサプライチェーンの合理化
と顧客への高品質なサービス提供を目
的に、ArcGISの導入が開始された。

■導入手法

グローバルサプライチェーンの活用と運
用能力の正確な「見える化」を実現する
ため、シスコシステムズのビジネス環境
にArcGISを組み込む形で導入が進め
られた。サービス地域の「見える化」を行
うことで、カバー範囲の重複やサービス
提供エリア拡大、配送網の最適化といっ
た大幅な業務改善が期待できる。また、
顧客の発注情報が倉庫に届くまでのフ

ローを自動化することで、スペアパーツ
の在庫をより効率的に流通させられるよ
うになった。

 

■まとめ

シスコシステムズのグローバル サプライ
チェーン オペレーションの戦略アナリスト
であるWarner De Gooijer氏は、「世界
規模で情報の透明性や位置情報に対す
る意識を高めて顧客と親密な関係を構
築、強化しているシスコシステムズにとっ
て、ArcGISは重要なプラットフォームで
ある」と述べる。「導入はまだ初期段階だ
が、オペレーションの可視性やパフォー
マンスが改善され、ArcGISの導入価値
が目に見える形で現れてきている」と続け
る。より効率的なサプライチェーンモデル
の構築と管理によって、顧客の利益を高
めながらコストとリスクの削減に成功して
いる。

P R O F I L E

海 外 事 例

シスコシステムズ　
グローバル サプライチェーン オペレーション
戦略アナリスト
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本稿は2013年6月の米国Esri社プレスリリース

Transparency throughout Its Service 
Supply Chain Using GIS and Location 
Analytics」をもとに作成した

課題
・ グローバルサプライチェーンの合理化
・ 顧客に提供するサービスの向上

導入効果
・ サービス提供地域の見える化で、配送網の

最適化による業務改善が実現
・ 在庫の効率的な流通を可能に

「Cisco Enhances Global Information

活用事例
＞ ビジネス ＞ サプライチェーン

世界的サプライチェーン オペレーションの
見える化で業務フローの合理化と顧客との関係性強化を実現

シスコシステムズ
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※	タペストリーセグメンテーションは、米国の居住
地域を社会経済や人口構成を基に67のセグメ
ントに分けたデータ。セグメントは、「生活様式」	
14グループと、似たような特徴を持つ「市街地域」	
6グループにさらに細かく分類されている。

■概要

ウェンディーズ（Wendy’s）は、オハイオ州ダ
ブリンに本社を置き、世界27ヶ国に6,500
以上のフランチャイズ店舗とレストランを
経営するファーストフード ハンバーガー 
チェーンだ。ファーストフードの専門誌であ
るQSR誌のランキング（2012年度）による
と、総売り上げ部門ランキング 第4位（バー
ガー部門で第2位）、総レストランランキン
グ 第7位（バーガー部門で第3位）を占め
る。この素晴らしい業績をさらに強固にすべ
く、2013年に社内のITシステムとしてEsri 
Business Analystを導入し、GISと空間統
計、人口統計データの活用を開始した。

■背景
 
ウェンディーズでは、経営強化と業務改善
にむけ、再現性と一貫性のある空間分析プ
ロセスの構築を必要としていた。例えば、空
間情報の可視化から戦略レポートの作成、
客観性のある不動産評価、消費者行動へ
の理解、ブランド力の強化が挙げられる。

■導入手法

Business Analystは既存システムのリプ
レイスに伴い導入された。新しいソリュー
ションには、サーバGISアプリケーション、
人口統計データ、カスタマイズ分析ツール
が盛り込まれ、出店候補地の審査や市場
評価プロセスの効率化と強化が図られた。
主に不動産部門で積極的な活用が進め
られている。
ウェンディーズでは、環境によって人々の
行動パターンが異なることに着目し、人口
密度と雇用状況を基に地域の差別化を
開始した。都市部、郊外、地方都市の中心
地、周辺部といった「場所」と「環境」から
人々の行動の違いを把握し、環境によって

売り上げや業績に違いがあることを突き
止めた。今では、その要因が人口動態なの
か、競争力なのかといった分析ができるよ
うになっている。
また、デスクトップとPythonスクリプトを
使って予測モデルを実行して既存店と新
規出店候補地を比較し、条件に合わない
候補地の除外にも利用している。
メンバーズカードを発行していないウェン
ディーズでは、顧客情報の収集にEsri社の
タペストリーセグメンテーション（※）を利用
している。これは、米国民を67のセグメント
に分類し、各セグメントに属する人々が来
店しそうかどうか把握できるというものだ。
位置情報をベースに予測モデルと実績を
比較したところ、人口統計データとセグメン
トは必ずしも一致しないこと、また、予測モ
デルはある条件の下では多く見積もる場
合があることが分かった。多くのデータが
集まるにつれ、顧客についてより深く理解
できるようになってきた。

■導入効果

Business Analystの導入で、情報に基づ
いた客観的視点、決断、再現性、一貫性、
効率化がもたらされている。これにより、
2013年の導入以降2年間で、$750,000
以上の経費削減を実現した。

■今後

分析のためのデータ量が豊富なカナダの
店舗にもGISを活用したノウハウを適用し
ていく予定だ。さらに、消費者データの視
覚化、売上配分、潜在需要、顧客分析、ブ
ランド強化等、さらなる地理空間情報の活
用を進めていく。

P R O F I L E

海 外 事 例

組織名：Wendy's	International,	LLC.
URL：https://www.wendys.com/

使用製品
Esri	Business	Analyst

課題
・経営強化と業務改善を目的とした、再現性
と一貫性のある空間情報分析プロセスの構
築

導入効果
・情報に基づいた客観的視点、決断、再現
性、一貫性、効率化を実現
・導入以降2年間で、$750,000以上の経費
削減を実現

本稿は2013年1月の米国Esri社プレスリリース		

for	 Si te	 Select ion	 and	 Predict ive	
Modeling」および2014年6月に米国で開催
されたEsri	Business	Summitの資料をもと
に作成した

「Wendy's	Deploys	Esri	Business	Analyst	

活用事例
＞ ビジネス ＞ 飲食

Esri Business Analystと空間統計、
人口統計データの活用で2年間に＄750,000以上の経費を削減

ウェンディーズ
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※	タペストリーセグメンテーションは、米国の居住
地域を社会経済や人口構成を基に67のセグメ
ントに分けたデータ。セグメントは、「生活様式」	
14グループと、似たような特徴を持つ「市街地域」	
6グループにさらに細かく分類されている。

■概要

ウェンディーズ（Wendy’s）は、オハイオ州ダ
ブリンに本社を置き、世界27ヶ国に6,500
以上のフランチャイズ店舗とレストランを
経営するファーストフード ハンバーガー 
チェーンだ。ファーストフードの専門誌であ
るQSR誌のランキング（2012年度）による
と、総売り上げ部門ランキング 第4位（バー
ガー部門で第2位）、総レストランランキン
グ 第7位（バーガー部門で第3位）を占め
る。この素晴らしい業績をさらに強固にすべ
く、2013年に社内のITシステムとしてEsri 
Business Analystを導入し、GISと空間統
計、人口統計データの活用を開始した。

■背景
 
ウェンディーズでは、経営強化と業務改善
にむけ、再現性と一貫性のある空間分析プ
ロセスの構築を必要としていた。例えば、空
間情報の可視化から戦略レポートの作成、
客観性のある不動産評価、消費者行動へ
の理解、ブランド力の強化が挙げられる。

■導入手法

Business Analystは既存システムのリプ
レイスに伴い導入された。新しいソリュー
ションには、サーバGISアプリケーション、
人口統計データ、カスタマイズ分析ツール
が盛り込まれ、出店候補地の審査や市場
評価プロセスの効率化と強化が図られた。
主に不動産部門で積極的な活用が進め
られている。
ウェンディーズでは、環境によって人々の
行動パターンが異なることに着目し、人口
密度と雇用状況を基に地域の差別化を
開始した。都市部、郊外、地方都市の中心
地、周辺部といった「場所」と「環境」から
人々の行動の違いを把握し、環境によって

売り上げや業績に違いがあることを突き
止めた。今では、その要因が人口動態なの
か、競争力なのかといった分析ができるよ
うになっている。
また、デスクトップとPythonスクリプトを
使って予測モデルを実行して既存店と新
規出店候補地を比較し、条件に合わない
候補地の除外にも利用している。
メンバーズカードを発行していないウェン
ディーズでは、顧客情報の収集にEsri社の
タペストリーセグメンテーション（※）を利用
している。これは、米国民を67のセグメント
に分類し、各セグメントに属する人々が来
店しそうかどうか把握できるというものだ。
位置情報をベースに予測モデルと実績を
比較したところ、人口統計データとセグメン
トは必ずしも一致しないこと、また、予測モ
デルはある条件の下では多く見積もる場
合があることが分かった。多くのデータが
集まるにつれ、顧客についてより深く理解
できるようになってきた。

■導入効果

Business Analystの導入で、情報に基づ
いた客観的視点、決断、再現性、一貫性、
効率化がもたらされている。これにより、
2013年の導入以降2年間で、$750,000
以上の経費削減を実現した。

■今後

分析のためのデータ量が豊富なカナダの
店舗にもGISを活用したノウハウを適用し
ていく予定だ。さらに、消費者データの視
覚化、売上配分、潜在需要、顧客分析、ブ
ランド強化等、さらなる地理空間情報の活
用を進めていく。

P R O F I L E

海 外 事 例

組織名：Wendy's	International,	LLC.
URL：https://www.wendys.com/

使用製品
Esri	Business	Analyst

課題
・経営強化と業務改善を目的とした、再現性
と一貫性のある空間情報分析プロセスの構
築

導入効果
・情報に基づいた客観的視点、決断、再現
性、一貫性、効率化を実現
・導入以降2年間で、$750,000以上の経費
削減を実現

本稿は2013年1月の米国Esri社プレスリリース		

for	 Si te	 Select ion	 and	 Predict ive	
Modeling」および2014年6月に米国で開催
されたEsri	Business	Summitの資料をもと
に作成した

「Wendy's	Deploys	Esri	Business	Analyst	

活用事例
＞ ビジネス ＞ 飲食

Esri Business Analystと空間統計、
人口統計データの活用で2年間に＄750,000以上の経費を削減

ウェンディーズ
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■概要

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビ
ジョンケア カンパニーは、使い捨てコンタ
クトレンズの輸入・販売を手掛けている
会社である。これまでの営業テリトリーの
不均等を是正するためにEsri Business 
Analystでテリトリーの再設計を行いリ
ソースを最適化することに成功した。また
パートナーショップに顧客を誘導するため
に、屋外広告の適正な配置の分析も行い、
新規来客数の増加にも成功した。

■背景

ジョンソン・エンド・ジョンソンは60か国以
上で消費者向け製品、医療機器、医薬品
などを取り扱う世界的な企業である。ビ
ジョンケア カンパニーは、安全性に配慮し
たコンタクトレンズの装用を積極的に推進
しており、定期的な眼科検診の重要性に
ついて啓発活動を行うほか、コンタクトレン
ズの適正使用に関する情報提供を徹底す
るため、パートナーショップに対し、製品情
報を提供するためのタブレット機材の提供
やトレーニングなども行っている。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
ビジョンケア カンパニー

P R O F I L E

組織名：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
           ビジョンケア カンパニー
住所：〒101-0065
        東京都千代田区西神田3-5-2

使用製品
Esri Business Analyst

課題　　
・営業テリトリーの不均等
・販売店への新規顧客の増加

導入効果　　
・より細やかに営業テリトリーを再構築
・店舗への新規顧客の流入の増加

パートナーショップへの情報提供を限られた時間で同一にするために営業担当者のテリトリーを再設計
パートナーショップへの新規顧客数を増やすため屋外広告の適地選定をおこない、流入数増加に成功

戦略的・科学的に営業の担当エリアを構築

営業テリトリーを再設計しリソースを最適化

＞ ビジネス ＞ 製造
活用事例

アキュビュー®ストア表参道

コマーシャル・オペレーションズ＆ストラテジー本部
バイスプレジデント　
森村 純　氏

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー活用事例
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ビジョンケア カンパニーの営業部では、約
10年前からすでに米国本社から持ち込まれ
たGISシステムを導入していた。営業担当者
の配置などの分析を目的としたものであった
が、ソフトウェア自体が非常に高価で、かつ
分析は年に1度イギリスから技術者数名が
来日し、2週間程度かけて分析を行うという
形であったため時間と経費が非常にかかり、
コストが高い分析作業となっていた。
ほぼ同時期マーケティング部門でも別のソ
フトを使い、小売店向けの商圏分析やポス
ティングの分析なども行っていたが、小規模
なものであった。その他にも広告代理店に頼
んで分析を行っていた時期もあったという。

これら非常にコストがかかる方法から脱却
するため、自社でのGIS分析を行うべく最
適なGISシステムを探した。いくつかの競合
の中から選んだのがArcGISであった。

GIS導入以前は人員配置が最大の課題で
あった。当時は各営業の移動距離や得意
先の数などがばらばらで、実際ある一部の
地域の営業は常に売り上げが高く、別の
地域は常に低いといった地域差があると
いう課題があった。

■ArcGIS採用の理由

日本国内でのサポートを受けられることを条
件として数社のGISを比較検討し、
・処理スピードが速い
・使い方が簡易
・分析手法が豊富
といった点からArcGISを選択した。

■導入手法

前述のようにGIS導入で期待されていたの
はテリトリーの再設計と人員の適正な配
置である。
ビジョンケア カンパニーのパートナー店は
全国で約4,000件ある。これらパートナー
店への情報提供、トレーニングに関して、
限られた時間内に同一の情報を提供する
ために、戦略的に営業担当者のテリトリー
を設計する必要があった。
組織構造は全国2リージョン、12ディストリクト

（営業所）、約85テリトリーとし、作成時には
・得意先数
・パートナー施設数
・売上高
・移動時間
が考慮された。
またテリトリーの境界線で、例えば山脈や
河川など、どうしても越えたくない境界はバ
リアとして設定した。また都市部は電車で
の移動を考慮することとした。そして最終的
に細かい部分は手動で境界を編集した。

■導入効果

テリトリーの分析は以前と比べ細かくなった
という。エリア数を変更し、営業担当者の移
動距離・時間・売上額格差を最小化しながら
リソースの最適化に成功した。営業担当によ
る販売店への訪問数を減らすことなく変更で
きたという。テリトリーの設計方法が理論的、
科学的であるという点に満足しており、実際
に、このテリトリーの再定義により売り上げ成
長率が市場の伸びを上回るという結果を出
すことができたという。

また、パートナーショップへ消費者を誘導す
るために、屋外広告の効果的な位置と方向
を決める分析も行った。
販売店およびパートナーショップをEsri 
Business Analystにプロットし、誘導可能

な導線上でかつ、パートナー同士のカニバリ
ゼーションを考慮した最適な位置の分析を
行った。さらに営業からのインプットや広告代
理店からの知見も加えて位置を決定し、集中
的に告知を実施した。その効果かパートナー
ショップへの新規の顧客が約15％も増えた
という。「屋外広告もまだ効果があるものだと
改めて感じた」と森村氏は語る。

■今後の展望

今後は位置情報をビジネスに利用するとい
う思想を各営業やマネージャーに持たせ
ていきたいと考えているという。そのために、
例えばセグメンテーションとは何かといっ
たエリアマーケティングに関するトレーニン
グをマネージャーレベルに対して始めてい
る。メガネやコンタクトレンズの消費金額を
地域毎にプロットしてどこに需要があるの
かを可視化し、さらに得意先をその上に重
ねてどこに機会があるのかを探るといった
内容である。
マネージャーに思想が伝われば、その部
下にも最適化された思想が伝わり、それが
コストの削減、売り上げアップになると考え
ている。
またマーケティング部門では、大手の得意
先販売店をサポートする部署を作り、エリ
アマーケティング的な販売提案を行ってい
るという。

今後はさまざまな販売データと位置情報
とを重ね合わせ新たな知見を生み出して
いくことが新たなテーマになると森村氏は
語った。

テリトリーの再構築

屋外広告の位置と方向を分析
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今まで行わなかったファミリー層向けキャンペーンチラシの配布が新規顧客の獲得に

千葉県全域のトヨタ車販売店51店舗の販売エリアをGISで分析

既存店舗の整理や統廃合、営業テリトリーの再配置に向けて

千葉トヨペット株式会社

＞ ビジネス ＞ 小売
活用事例

■概要

千葉トヨペットは千葉県全域で新車およ
び中古車の販売、修理、自動車パーツ・ア
クセサリの販売を行っている。県内に、トヨ
タ新車販売店を51店舗、中古車販売店を
8店舗持つ。
同社は、顧客データや自動車保有台数
データ、各支店の営業テリトリーデータを
重ねて分析し、店舗の統廃合、営業テリト
リーの再配置、販売促進エリアの抽出等
を行っている。分析結果から、以前はほと
んど行わなかった若いファミリー層向けの
キャンペーンを行い、新規顧客の獲得に
成功した。

■背景

千葉トヨペットがGISの業務への利用を開
始したのは2014年である。前年の2013年
に幕張メッセで行われたある展示会で社長
自らGISを体験し、数社の中からJPSを選ん
だという。既存店舗の整理や統廃合、また営
業テリトリーの状況把握や、テリトリーの適
正化への利用を見据えての導入であった。
当初はGIS分析専門の部署は無く、業務
改善室のメンバー2名が通常業務と並行
して担当する形でスタートした。その後、
JPSからGISのトレーニングを受け、2014
年2月に市場調査グループを新設し、2名
が専属の担当となった。現在は1名増え3
名で業務を行っている。
Esri Business Analystを選んだ理由は、
支店が51店舗と多く、また数十万件にお
よぶ顧客データを取り扱うには高機能な
GISソフトウェアが必要と判断されたため
である。

■解析手法

市場調査グループで行っている分析は、顧
客データのアドレスマッチングから顧客の
地理的な分布を把握し、そこに自動車検
査登録情報協会の大字別の自動車保有
台数データを重ね合わせエリア毎の自社
シェアを割り出すというものだ。その上にさ
らに各支店の営業テリトリーを重ね合わ
せていく。
それらの結果を基に、市場があるのに売上
げが振るわないなど、課題のあるエリアを
見つけ出し、担当する店舗と相談しながら
分析を行っていくのである。

各支店の管轄エリア（テリトリー）と実際
の顧客の分布の間には多くの場合差異
があり、顧客分布の重なりや飛び地など、
本来の管轄を飛び越えて顧客と営業所
が結びついている場合がある。地図上に
可視化することでそれらが一目で分かる
ようになる。例えば、営業マンが一人退職
した場合、残りの営業マンで担当できる
のか、他支店へと振り替えた方が効率が
良いのか、そのような変更をただ店長の
勘だけでなく、役員がデータで判断するた
めの資料となっている。

加えて、販促強化エリアの抽出や、テリト
リー毎の市場調査レポートの作成、また店
舗の統廃合のための基礎資料の作成など
を行っている。

■導入効果

あるエリアでは、世帯数は約2,000だが数
百台程度しかシェアが無く、しかもそのエリ

P R O F I L E

営業推進部 市場調査グループ　
次長　笠井 秀夫 氏

組織名：千葉トヨペット株式会社
住所：〒261-8585
        千葉市美浜区稲毛海岸4-5-1
問合せ先：営業推進部 市場調査グループ
電話番号：043-241-1181（大代表）
FAX：043-246-8051
URL：http://www.chibatoyopet.co.jp/

 導入パートナー企業

株式会社JPS
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-2-15 
第3朝日ビル8F
TEL:03-3664-3772 
FAX:03-3664-3869
URL:http://www.jps-net.com/

使用製品
Esri Business Analyst

課題
・既存店舗の整理、統廃合

導入効果
・販売強化エリアを抽出し、今まで行っていな

かったファミリー向けキャンペーンを行い、
新規顧客の獲得に成功

千葉トヨペット株式会社活用事例
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アを担当する支店からは3台しか販売して
いなかった。分析をしてみると、そこは住宅
街で5歳から10歳の子供が他のエリアに
比べて圧倒的に多く、車はエスティマなど
ファミリーカーが目立ったのである。

千葉トヨペットの既存客は、全般的に高
齢者が多く、高級車の購入が多かったた
め、販売促進のための各種キャンペーン
は今までは既存客向けにしか行って来な
かった。
新規顧客獲得のためのチラシの配布な
どは、今まで一度も行ってこなかったので
ある。
そこでまず折込チラシが可能かどうかその
エリアの新聞購読率を調査したが、あまり
高くなかった。地域新聞をあたってみると
該当エリアをほぼ100％カバーしているこ

とが分かったので、子供向け「キッズメカ
ニックイベント」の告知を行った。これは子
供達が本物のつなぎを着てメカニックを
体験するイベントである。すると新規で10
人の申込みがあった。次に自作のチラシを

営業マンが該当エリアに配
布するとさらに10件程度の
新規のコンタクトを得たの
である。参加したのは実際に
ミニバンやファミリーカーの
ユーザーだったのである。

「会社の大方針としては、既
存客を大事にし、買い替えを
押さえていくというのが王道
のビジネスのスタイルです。し
かし新規の顧客が増えなけ
れば利益は増えていきませ
ん」と笠井氏は言う。チラシの
配布は千葉トヨペットとして
は非常に新しい試みだった
のである。

■今後の展望

GISの分析から見えてきた
課題に対する解決策が、そ
のまま現場レベルまで理解
されているかというと難しい
面もあるという。

例えば、あるエリアで4,000台の登録が
あってもその内の数百台は他県ナンバー
であった。つまり新興住宅地で引越してき
た人が多いのである。そういった人々は実
は自分からディーラーを探して既にメンテ

ナンスを受けていたりするのである。しかし
営業マンは自分が販売していないお客様
に対しての優先度が低いというのが実状
だと言う。そのような新規のお客様を大切
にすることで将来の購入につなげるといっ
た気づきを市場調査グループから発信し
ていきたいと笠井氏は言う。

将来的にはArcGIS Onlineから分析結
果等を各支店へと配信したいと考えている
が、それを実際の売上へと繋げていくには
GIS分析の有用性を各支店へ知らせてい
くことが必要と思われる。
自動車業界では、「どう売っていくか」とい
う課題を解決するためにGISを使いこなし
ている例はまだあまり無いという。将来は、
きめ細かく車種ごとに別々の販促をした
り、また道路の開発予定などを考慮した将
来の街の発展に関する分析を元に、新し
い場所に新しいスタイルでの出店ができた
らと考えている。

■本社建物社屋について

千葉市稲毛海岸にある千葉トヨペット本
社社屋は、明治32年に東京・日比谷公園
前に建てられた旧日本勧業銀行本店の木
造2階建ての建物であり、その後谷津遊
園楽天府、千葉市役所庁舎と移築を繰り
返したのち、昭和40年に現在の地に移築
された。平成9年に有形文化財に登録さ
れた。
寺社建築に用いられる唐破風を持つ中央
の玄関から、左右対称に長くのびる和風を
基調とした外観に特徴がある。

図3  本社およびショールーム
      （有形文化財）

図2  シェアの可視化と販促強化エリアの抽出

図1  顧客分布の可視化
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■インターナビとは

1981年に世界初のカーナビを誕生させ
たホンダは、時代に先駆けてカーナビを進
化させ続け、2003年には「インターナビ」
という双方向通信型カーナビを誕生さ
せた。

インターナビでは、通信を行う会員から自
動的に収集される走行データ（インターナ
ビ・フローティングカーデータ）を活用し、
さまざまな先進的サービスを行っている。
例えば、フローティングカーデータを用い
ることによりVICS（道路交通情報通信シ
ステム）ではカバーしきれない細かな道路
の走行状況を補間し、渋滞回避のための
情報精度を向上させたルート案内サービ
スや蓄積されたフローティングカーデータ
を分析することで得られた情報を活用し、
最も省燃費なルートや最速なルートを提
供するサービスなどがある。
他にもインターナビならではの特徴的な
サービスとして、目的地までの気象情報や
路面凍結予測情報、地震情報、台風情報
などをリアルタイムに提供することで防災
に役立てるサービスなどがある。

インターナビは、2011年4月時点での会
員数が130万人に達しており、今後、無料

P R O F I L E

データ通信サービス「リンクアップフリー」
適応車の増加により、走行データがさらに
充実することが予想されている。今後もイ
ンターナビは時代を先駆けて進化を続け
ていくであろう。

■GIS を用いたフローティング
　カーデータの可視化

●急ブレーキ多発地点の可視化
クルマで走っていて、見通しの悪い交差点
などでヒヤリとした経験を持つ方も多いの
でないだろうか？

インターナビでは、フローティングカーデー
タを分析して得られた、走行速度や混雑
場所の迂回状況、急ブレーキ発生箇所な
どのデータを事故の未然防止対策の基
礎データとして役立てている。

菅原 愛子 氏(左)  益田 卓朗 氏(右)

本田技研工業 和光ビル

組織名：本田技研工業株式会社
住　所：〒351-0188
           埼玉県和光市本町8-1 
問合せ先：菅原 愛子 氏、益田 卓朗 氏
電話番号：048-452-0223
URL：http://www.honda.co.jp/internavi/

使用製品
ArcView
ArcGIS 3D Analyst

活用事例
＞ ビジネス ＞ 移動体データ

急ブレーキ発生箇所
（施策の一例）

大量に集まる自動車の走行データ（フローティングカーデータ）を
分析・可視化することで大量のデータに埋もれていた本質を見出す！

フローティングカーデータを活用したGIS への取り組み

Internavi LINK

本田技研工業株式会社 インターナビ事業室
一例として、埼玉県の朝霞県土整備事
務所管内では、急ブレーキ多発箇所をフ
ローティングカーデータをもとに特定を
行った。現地調査をもとにそれらの地点の
原因を把握し、安全対策を実施したとこ
ろ、急ブレーキ数が7割も減少したことが
報告されている。
このように、道路を安心して快適に走行で
きるものにするために、フローティングカー
データを道路政策にいかすといった取り
組みも行われている。

●CO2 排出量の可視化
自動車は走行するたびに、地球温暖化の
原因とされるCO2 を排出する。だが、どこ
でどれだけの量が排出されているのだろ
うか？

実際の走行データであるフローティング
カーデータを利用して、CO2 がどこでどれ
だけ排出されているのか可視化をする
試みも行われている。
また、１台１台のCO2 排出量だけでは
なく、GISを用いてメッシュなどの単位に
集計することも行われている。集計した結
果を可視化することにより、次の図の様に
東京・大阪などの都市圏のCO2 排出量が
他地域より多いことがひと目で分かるので
はないだろうか。

他にも、いろいろなデータを重ね合わせる
ことができるGISの特徴を生かした分析も
試みられている。フローティングカーデータ
から取得した、CO2 排出量・走行台数・走
行距離などをもとに分析し、同じ距離を走
行する際にCO2 を排出しやすいエリアを
可視化したのが次の図である。
この図は、CO2 を排出しやすいエリアほど

濃い赤色で表現さ
れており、踏 切の
分布と、それらが重
なっているようにみ
える。これは、踏切
がクルマの快適な
走行に影響を与え
ていることを表して
いると考えられる。
このようなデータを
地図上で表現する
ことで、今後の街づ
くりの意思決定を
する上での基礎的

なデータになることが期待される。

■最後に

「近年、クルマに乗ると危険が多いとか、
CO2 を排出するなどで、クルマに乗ること
自体が悪いこととされる風潮があると思い
ますが、私たちは、このような風潮をどうに
かして解消したいと考えています。そのた
めに、まずは“危険な場所はどこなのか”、
“渋滞はどこに多いのか”などの現状を
把握し、その原因について議論する必要
があると思います。大量のフローティング
カーデータをそのまま眺めていただけでは
なかなか議論できるような情報は見えてき
ませんが、GISを用いて分析し、データを
見えやすく可視化することによって様々な
本質が見えてきます。このようなデータは、
安全な社会やCO2 削減、効率化のための
基盤データとなり、これらを整備するこ
とで私達は「社会貢献」できると考えて
います。
また、今後はインターナビの特徴のひとつ
である防災分野をさらに伸ばしていきたい
と考えております。そのためにはまず先の、
東日本大震災の災害対応で“できたこと・
できなかったこと”を整理する必要がある
と考えており、その際に、データを分かりや
すく可視化し、いろいろなデータと重ね合
わせることのできるGISが非常に有効な
道具になると考えています。今後の検討を
通じて、インターナビが防災ナビとしてより
良い方向に改善できるようにしていきたい
です。」と菅原氏は今後の抱負を語ってく
れた。

走行時のCO2 排出量

単位距離あたりのCO2 排出量
赤色が濃いほどCO2 を排出しやすいことを表す。高架が
終わり、踏切が存在する場所で赤色が濃くなっている。

２次メッシュ単位に集計された
CO2 排出量

SCS12-19-01-1201

活用事例 本田技研工業株式会社 インターナビ事業室

本　　　    社　〒 102-0093  東京都千代田区平河町 2-7-1  塩崎ビル　       　　　　　TEL：03-3222-3941   FAX：03-3222-3946
大阪オフィス　〒 532-0003  大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-14 新大阪グランドビル    TEL：06-4807-7015   FAX：06-4807-7033
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■コロプラおでかけ研究所に
　ついて

スマートフォンや携帯端末の位置情報
を利用したゲームの元祖と言える「コロ
ニーな生活」をはじめ、さまざまな「位置
ゲー」を開発・運営するのが株式会社コ
ロプラである。日本最大の位置情報サー
ビスプラットフォームであり、約300万人
のユーザから得られる位置登録数は月
間4,500万回におよぶ。
コロプラおでかけ研究所は、コロプラが
保持する膨大な位置データを、自社サー
ビスの向上への使用だけにとどまらず、
付加価値を与えたうえで分析・レポート
という形で外部へ発信するリサーチセ
ンターである。移動情報を社会に役立
てる事を第一に移動情報の研究を行っ
ている。（※数字はすべて2012年9月末
時点の数字）

■コロプラ社が保有する
　位置登録情報

複数の位置登録ゲームのユーザから得
られる位置登録情報は、一定度以上の
抽象化を行い個人の特定を不可能にし
てから使用されている。

P R O F I L E

以下はデータの特徴である。
・データ利用可能期間は、2010年1月か
ら現在まで
・電車、飛行機、自動車など、交通手段に
関わらず、ユーザの移動情報を取得
・位置情報から本拠地、勤務地を95％以
上の精度で推定が可能（特許出願中）
・1km以上の人の移動について高いパ
フォーマンスを発揮
・アンケートデータを活用した最新の属性
比率をもとにウエイトバック対応も可能

■自治体向けサービス

保有する膨大な位置データを活用してい
かに社会貢献できるか。最初は手探りで
の模索だったが、現在行っているデータ
利用のひとつに自治体向けの観光に関
するレポーティングサービスがある。
近年自分で宿や飛行機などのチケットを
とる個人旅行者が増加している。個人旅
行者の周遊エリアや立ち寄り場所、宿泊
場所や好まれる旅の傾向など、以前のよ
うなパック旅行では簡単に把握できた顧
客ニーズの把握が難しくなってきている
という状況があった。
コロプラのデータには旅をしながら登録
された位置情報が多数ある。これらデー
タから個人旅行者の動きを分析し新た
なニーズを見つけ出すことが可能かもし
れない。

■個人旅行者の行動範囲

コロプラの保有する位置情報から、北海
道における旅行者の日中の行動の分析
を行った。

おでかけ研究所 所長　クマ

組織名：コロプラおでかけ研究所
住　所：〒150-6032
           東京都渋谷区恵比寿 4-20-3
           恵比寿ガーデンブレイスタワー 32F 
電話番号：03-6721-7784
URL：http://colopl.co.jp
e-mail：info@colopl.co.jp

使用製品
Esri Business Analyst

活用事例
＞ ビジネス ＞ エリアマーケティング

コロプラの所有する位置データを個人の特定を不可能に処理してから行動を分析。
今まで見えなかった「人の移動」が見えてきた。

膨大な位置データを使い人々の行動を分析。地域の観光活性化を支援。

ビッグデータの社会的利用

コロプラおでかけ研究所
以下は札幌エリアにおいて、一泊した場
合と連泊した場合の旅行者の行動範囲
の比較である（南関東を居住地とし夏に
札幌を訪れた旅行者）。
札幌一泊の場合、札幌市と千歳市での
位置登録が総回数の約70％を占めてお
り、旅行者の行動範は非常に狭い。
一方連泊した場合をみると、小樽や旭川
での位置登録回数が2倍以上に増え、行
動範囲が北東へと広がり近郊の都市へ
と足を延ばしていることがうかがえる。
国内の他の地域では連泊数が多いほ
ど行動範囲が狭まるエリアもあり、札幌
エリア旅行者の特徴的な行動特性と言
える。

また六甲山周辺の来訪者の行動につい
て分析したものが以下である。一般の観
光客は六甲山および南側市街地を中心
に行動しているのに対し、ハイキング目的
の来訪者は六甲山北側を含めた広範囲
なエリアを行動していることが分かる。

このような旅行者の行動分析を2012年
夏のじゃらんリサーチセンター主催によ
る観光振興セミナーで発表したところ、
多くの自治体から分析の依頼があった。
今では複数の自治体に無償レポーティン
グサービスを行い、新たな観光スポット
の発掘、誘客のヒントの発見の手助けを
行っている。

■エリアマーケティングでの
　利用

一方、位置データのエリアマーケティング
への利用も模索されている。
以下は、2012年4月から6月の3か月間
で、新宿駅を利用したコロプラユーザの
本拠地を可視化したものである。新宿か
ら100km以内のエリアを対象範囲とし
ている。色が濃いほどユーザの本拠地の
密集度が高いことを示している。
様々な場所を訪れた人々の本拠地を算
出できるため、ショッピング施設、不動

産、遊戯施設等を利用（購入）する人が
いる可能性が高いエリアを抽出でき、広
告プランニングほか、様々な利用用途が
考えられる。
なお、主要30スポットのおでかけ商圏
データはBusiness Analystに無償でバ
ンドルされており、新宿駅のおでかけ商
圏については、より詳細なデータが付属
している。

■今後について

コロプラの持つ位置情報を用いて人の動
きをわかりやすく可視化することで、多く
の自治体から面白い、有益であるという
評価をいただいている。今後ともこの最
大級の位置情報を社会貢献へと役立て
ていきたい。またエリアマーケティングの
分野においても、今まで見えなかったより
リアルな商圏、移動データを可視化でき
たことによって、マーケティングの分野も
牽引することができたらと考えている。

コロプラおでかけ研究所活用事例

SCS13-16-01-1302

本　　　    社　〒 102-0093  東京都千代田区平河町 2-7-1  塩崎ビル　       　　　　　TEL：03-3222-3941   FAX：03-3222-3946
大阪オフィス　〒 532-0003  大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-14 新大阪グランドビル    TEL：06-4807-7015   FAX：06-4807-7033
福岡オフィス　〒 812-0016  福岡県福岡市博多区博多駅南 1-11-27 AS-OFFICE 博多　TEL：092-433-1330   FAX：092-433-1332

札幌に1泊した人の行動範囲

札幌に連泊した人の行動範囲

六甲山観光客の行動範囲

六甲山ハイカーの行動範囲 新宿駅のおでかけ商圏
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■概要

株式会社ドコモ・インサイトマーケティン
グ（以下、「DIM」）は、株式会社NTTド
コモ（以下、「NTTドコモ」）が保有する
6,000万の携帯電話を繋ぐための運用
データを元に作成する、「モバイル空間統
計」という画期的な統計データを活用し
たマーケティングサービスを2013年10月
より提供している。

モバイル空間統計は、携帯電話がアク
セスしている基地局データを元にして作
成される人口の統計情報であり、24時
間365日、日本全国を500mメッシュ単位

（東京23区・名古屋市・大阪市の一部
では250mメッシュ単位）で提供してい
る。モバイル空間統計があれば、人口分
布や性別年代別人口の時間変動をはじ
め、どこからどれだけの人が来ているかな
どを把握することができる。

■モバイル空間統計とは

人口統計データと聞くと5年に1度行われ
る国勢調査を思い浮かべる方も多いだろ
う。国勢調査は全国民に対して行われる調
査だが、刻 と々変化していく人口分布や、昼
間人口の集計までは難しい。また都市開発
などにより、5年の間に人口分布は大きく変
わってしまう。モバイル空間統計は、携帯電
話の基地局データを個人が識別できない
ように匿名化し、NTTドコモの携帯電話の
普及率を加味して集計することで、NTTド
コモのお客様以外の方 も々含む人口を推
計し統計データとして提供している。

近年、電車の中や山奥でも利用できるよ
うになった携帯電話は私達の生活に欠
かせないものとなった。
そして現在、NTTドコモは「いつでもどこで
も、つながっている」という携帯電話の強み
からモバイル空間統計という新たな価値を
生み出した。今や携帯電話は誰かとコミュ
ニュケーションを取ったり、情報を収集した
り、個人的に利用するだけではない。24時
間365日、日本全国の人々のリアルな動き
を推計できるモバイル空間統計の可能性
は無限大に広がっているのである。
モバイル空間統計の作成手順
https://www.nttdocomo.co. jp/
corporate/technology/rd/tech/main/
mobile_spatial_statistics/how_to_
produce/

■導入経緯

2010年より、NTTドコモでは、社会貢献
を通じてモバイル空間統計の技術的検
証や利用可能性検証を行ってきた。例え
ば、災害時の帰宅困難者数の推計や徒
歩帰宅シミュレーションである。埼玉県内
では地震により全ての公共交通機関が
使えなくなった場合を想定し、下記の発
生する帰宅困難者数を推計した。
1. 埼玉県内で発生する帰宅困難者数
2. 県内主要5駅の帰宅困難者数
3. 埼玉県外にいる埼玉県民

これらの人数を推計するために、平日12
時時点のモバイル空間統計を取得し、食
料・飲料水などの備蓄場所と必要量、徒
歩帰宅ルートの整備、う回路の設定や一
時滞在施設の必要数を公開した。

6,000万の携帯電話を繋ぐための運用データから地域毎の人口の分布や、
性別・年齢層別・居住エリア別の人口構成を推定可能にし、地図上で可視化

今までにない人口統計データの普及を目指して！

活用事例
＞ ビジネス ＞ 人口統計

24時間365日－日本全国のリアルな人口統計データがGISで利用可能に！

株式会社ドコモ・インサイトマーケティング

P R O F I L E

組織名：株式会社ドコモ・インサイトマーケ
ティング

住　所：〒105-0004
           東京都港区新橋2-5-5
           新橋2丁目ＭＴビル 3Ｆ
問合せ先：エリアマーケティング部
電話番号：03-6205-7470
FAX：03-3539-2751
URL：http://www.dcm-im.com/
Email：info@dcm-im.com

使用製品
Esri Business Analyst
ArcGIS 3D Analyst 

課題
・モバイル空間統計を用いた分析、可視化、

シミュレーション。

導入効果
・Esri Business Analystを利用することで

モバイル空間統計の特長を最大限に引き出
し、新たな価値を創造することができた。

株式会社ドコモ・インサイトマーケティング
エリアマーケティング部の皆さん

株式会社ドコモ・インサイトマーケティング活用事例

SCS15-20-01-1501

Copyright Ⓒ 2015 Esri Japan Corporation. All rights reserved.
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http://www.pref.saitama.lg. jp/
uploaded/attachment/552935.pdf
その他にもまちづくりや防災計画など
様々な公共分野においてもモバイル統計
の可能性を確認できた。

これらの成果を踏まえ、モバイルリサーチ＆
マーケティング支援事業会社として2012
年4月より事業を開始していたDIMにおい
て、新しいサービスとしてモバイル空間統
計を用いたマーケティングサービスを開始
した。サービス開始にあたり、DIMでは、お
客様にモバイル空間統計をよりご活用い
ただくために、分析結果を直感的に把握で
きるような表現手法が必要となった。そこ
で、モバイル空間統計のような膨大なデー
タを最大限に表現できるツールとしてEsri 
Business Analystを活用した。図2は都内
の平日と休日の14時の人口分布を表したも

のだ。平日のほうが全体的に都内にいる人
口が多く、東京駅周辺や新宿に人が多いこ
とがひと目でわかる。休日になると、東京駅
周辺や新宿にいる人は激減し、お台場や都
心から少し離れたところの人口が増加する。
このような統計データを可視化することで、
平日と休日の人の動きを直感的に読み取る
ことが可能になった。

■商圏分析への利用

モバイル空間統計の活用として最も期待
されている用途の一つが商圏分析だろう。
ある商業施設では、全体の来客数などは
入り口のセンサーなどを利用して把握でき
るという。しかしどの年齢層がどこから、ど
の時間帯にそこに訪れたかまでは把握で
きない。モバイル空間統計では、来場者の
客層まで把握することができ、出店するエ

リアの傾向やターゲットを
定めることができる。また、
チラシなどを配る際に、ど
このエリアをターゲットに
すればよいかの判断材料
に使うことができる。図3は
大阪のある2つの商業施
設周辺の居住地別人口を
基に、それぞれの商圏の
違いを表した図である。あ

るエリアではAの施設に近くてもBを利用
する割合が多く、逆にBに近くてもAの利
用の割合が多い場合もある。チラシを配る
など宣伝活動を行う場合、距離だけでは
予測できない指標をモバイル空間統計に
よって得ることができ、事実に基づいたビ
ジネスポテンシャルを把握できる。

2015年1月より訪日外国人のモバイル空
間統計のリリースを予定している。東京オ
リンピックに向けて外国人の観光客や訪
問者も更に増えていくことが予想される。
民間企業に対しても、そして公共機関に対
してもモバイル空間統計の利用価値は高
まるだろう。

■まとめ

「モバイル空間統計が世の中に広まること
が私達の一番の目標なのです」とエリア
マーケティング部の鈴木氏と小田原氏は
述べた。「将来的には企業のPDCAサイク
ルの中で継続的に活用していただけると
うれしいです。計画から効果測定そしてそ
の次のプロジェクトでも活用いただけるよ
うなものになって欲しいです。民間企業だ
けではなく、公共分野においても、まちづく
りや地域の活性化に利用できる何らかの
指標になってもらえると、我々の基礎にあ
る社会貢献に繋がるのではないかと考え
ています」と二人は語ってくれた。
これからもモバイル空間統計の更なる実
用化・普及に注目したい。

図1  埼玉県  帰宅困難者調査

図2  都内14時  平日と休日の人口比較

図3  商業施設  商圏比較
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■共立株式会社

共立株式会社は、100年以上の歴史と
6,000社に及ぶ法人取引先を有する、企
業保険代理店である。
国内11拠点と海外3拠点（上海/香港/シ
ンガポール）に営業拠点を展開しており、
2012年3月31日現在の役職員総数はグ
ループ全体で252名である。
組織形態であるが、クライアントの直接的
な窓口となる営業部門を中心として、同社
リスクファイナンス部及び子会社である共
立リスクマネジメント株式会社が、より専
門的な立場から営業部門をバックアップ
する体制をとっている。

■導入の経緯

共立株式会社では、2011年12月より
GISを本格的に導入、利用を開始した。
導入の背景には、クライアントに対する
提案の付加価値を高めたいという、営業
現場からの強い要望がある。
昨今、損害保険業界の統合・再編が急
速に進んでおり、メーカーである保険会
社の絶対数が減少の一途を辿っている。
その結果、現在の市場環境では「①保険

会社の競争入札⇒②保険料コストの削
減⇒③新規成約」という旧来のビジネス
モデルに限界が見え始めている。
価格依存型のビジネスから脱却する為
には、クライアントに提供するサービスの
高付加価値化が肝要であるが、今回の
GIS導入もこの高付加価値化を推進す
る為の不可欠な先行投資であると認識
している。
そもそも、保険業界においては、かなり以
前から、リスク管理ツールとしてGISが活
用されてきた。外資系企業を中心に同業
他社では既に導入していると認識してお
り、今回の導入は決して時期尚早ではな
いと考えている。

■利用用途

今般導入したArcGISは、現在のところ
専ら保険設計の為の分析やプレゼン資
料作成に活用されている。
現在日本で販売されている財物保険は、
火災・爆発のような人的リスクから台風
や地震といった自然災害リスクまで幅広
くカバーするタイプのものが一般的であ
るが、とりわけ自然災害リスクについて
は、クライアントの所有物件の地理的分

P R O F I L E

組織名：共立株式会社
住　所：〒103-0027
           東京都中央区日本橋2-2-16
問合せ先：営業企画本部 リスクファイナンス部
             黒飛 貴友 氏
電話番号：03-5962-3085
URL：http://www.kyoritsu-ins.co.jp/
e-mail：takatomo.kurotobi@kyoritsu-ins.co.jp

使用製品
ArcGIS for Desktop Basic
ArcGISデータコレクション スタンダードパック

活用事例
＞ ビジネス ＞ 保険

共立グループでは、GISを利用した分析結果を保険の提案に
積極的に織り込むことによって、他社との差別化を図っている。

社内外に散在する様々なリスク情報を地図上で統合

GISを利用したリスクの可視化と合理的な保険設計

共立株式会社

共立グループの組織形態

布が保険設計上重要なファクターと成り
得る。
地震リスクを例にとると、地盤状況、主要
活断層の有無、沿岸からの距離等、日本
の中でも場所によってリスクの大きさに
かなりバラツキがあり、それ故手配する
べき保険の中身もリスクに合わせて変え
る必要があるからである。
クライアントの業種によっては、例えば小
売チェーン店のように、所有物件が広域
に亘って多店舗展開しているケースが有
り得る。通常、クライアントの所有物件の
情報は「保険目的明細」という名前の一
覧表で一元管理されるが、これに記載さ
れた住所の一覧からは、実際にどの場所
にいくらの固定資産がどの程度集積して
いるのか（リスク・エクスポージャーと呼
ぶ）を把握することは極めて困難である。
損害保険では「〇〇工場での爆発事
故」や「台風△△号」のような単独の事
故・事象によって、クライアントの固定資

産が幾ら位の損害を一度に被るのかと
いった観点からの分析が重要となるが、
台風や地震のような広域災害の場合に
は、複数の物件が同時に被災する可能
性が高い。
したがって、広域に多店舗展開している
ようなクライアントに対して最適な保険
を提案する為には、GISを使った分析が
非常に有用であると言える。（下図）

■導入効果

目に見える効果としては、提案資料に

GISのアウトプットを盛り込むことによ
り、保険商品の説明がより具体的に
なったということがある。
例えば、従来はただ単に「地震保険どう
ですか？」という商品主体型の説明で
あったものが、右上図にあるようなアウ
トプットを用いることで「例えば北関東
直下型の地震が発生した場合、貴社で
は最大でこのような被害が想定されま
すが・・・。」のような話し方ができるよう
になった。
保険営業は、リスクに対するクライアン
トの具体的なニーズを喚起することが
非常に重要であり、その意味で「リスク
の可視化」ができる地図の存在は非常
に大きい。
実際、GISを使った提案資料を用いる
ことで、クライアントの興味・関心を引き
出すことができたという営業現場から
の声は多く、GISの導入は、共立グルー
プのプレゼンスを確実に高めたと認識し
ている。

■今後の展望

共立グループ内におけるGISの認知度
向上に伴い、営業現場を中心に、GIS
を使った分析や提案へのニーズは確

実に高まっている。
また、営業活動以外の面においては、
例えばBCP策定における帰宅困難者
対策等の社内的な意思決定でも使わ
れることがあり、今後ますます活用機会
は増えると考えられる。（右図）
共立グループでは、GISを導入してから
1年足らずと日が浅いこともあり、現段
階においては基本的な描画・演算機能
の使用に留まっている。
また、現在ArcGISを日常的に使用して
いる担当者が限られる為、活用範囲に
は自ずから限界がある。

今後、GISを使ってより高度な分析を
行えるよう、担当者のスキルアップを図
ると同時に、グループ全体におけるGIS
活用の裾野を広げる必要があると考え
ている。

共立株式会社活用事例

SCS13-19-01-1302

本　　　    社　〒 102-0093  東京都千代田区平河町 2-7-1  塩崎ビル　       　　　　　TEL：03-3222-3941   FAX：03-3222-3946
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代表的な被害台風の軌跡（2003年-2011年）

北関東直下型地震における震度分布

共立役職員の居住地分布（BCP策定で使用）
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■概要

株式会社ハレックスは、ITを積極的に活用
している事で有名な民間気象会社だ。気象
庁から配信される気象データを独自の解
析・予測処理によりオリジナルの気象情報
システム「HalexDream！」を提供している。

「HalexDream！」は、これまで都道府県内
の予報区単位で提供されていた天気予報
をより詳細な1kmメッシュ単位で提供でき
る。このより細かな気象情報は、天候の影
響が大きい建設現場やレジャー・観光にお
ける当日の予定変更や安全確保などに活
用され始めている。

■背景

私たちの生活に密接にかかわる天気予報
は、どのように予測されるかご存じだろう
か？半世紀前までは天候の観測記録や予
報官の経験によって予測が行われてきた
が、コンピューターの登場・発展により予測
の精度・種類が飛躍的に向上した。
ハレックスは1993年の設立当初から企業
などへ気象情報の提供やコンサルティング
サービスを行ってきた。これまで様々な業

界に提供してきた気象情報の活用ノウハ
ウと、ビッグデータ処理技術を組み合わせ、
「いつでも・どこでも・だれにでも」をコンセ
プトとしたオリジナルの気象情報サービス
「HalexDream！」を開発した。

HalexDream！とは
HalexDream！は、気象庁から最短5分間
隔で提供される気象データをほぼリアルタ
イムで独自の解析・予測処理を行い、1km
メッシュ単位のジャストポイントの気象情
報を作り出す。気象情報は、利用者の要望
に応じて次の３つの提供方法を用意する。
①決まった地点を定期的に取得しXML
やCSV形式で提供(DreamFiles)。②リク
エストされた地点の最新情報をJSON形
式のAPIで提供(DreamAPI)。③特定エリ
ア全体の気象データを提供(DreamAll)。

■導入手法

ジャストポイントの天気予報アプリ
ハレックスは、HalexDream！を広く知って
もらうために、ジャストポイントの気象情報
を提供するWebアプリの開発に取りかかっ
た。Webアプリでは、誰でも直感的に操作
ができるように、地図上をクリックするとその

P R O F I L E

組織名：株式会社ハレックス
住所：〒141-0022
        東京都品川区東五反田2-7-8
        フォーカス五反田ビル5F
問合せ先：第一事業部 営業部
電話番号：03-5420-4311(代表)
FAX：03-5420-4320
URL：http://www.halex.co.jp/
Email：info_weather278@halex.jp

使用製品
ArcGIS Online
ArcGIS for Developers

課題　　
オリジナルの気象データの可視化、Webアプ
リの開発

導入効果　　
ArcGIS for Develoersを利用することで、
ジャストポイント気象データの特徴を最大限
に引き出した表示を実現

＞ ビジネス ＞ 気象
活用事例

気象庁から5分間隔で提供される気象データをリアルタイムに独自処理
全国どこでも欲しい地点の最新気象情報を瞬時に把握

ジャストポイントの最新気象情報を瞬時に提供

ビッグデータを活用した最新の気象情報システム　
クラウドGISで気象情報が身近に！

株式会社ハレックス

株式会社ハレックス 第一営業部 営業課　
主任 須東氏（右）、和田氏（左）

1kmメッシュのジャストポイント気象情報

株式会社ハレックス活用事例

本カタログに記載されている社名、商品名は、各社の商標および登録商標です。
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地点のリアルタイムの気象状況、並びにこ
の先72時間の天気予報、周辺地域の雨雲
の様子を瞬時に表示するものと決まった。
Webアプリの開発には、特定地点の気象
情報を瞬時に提供するDreamAPIを使
用。連携する地図システムには、気象情報
を直感的に理解しやすく表現でき、かつ
Webブラウザ上でインタラクティブな操作
を素早く実装できることが要求された。そ
こで、 GIS開発プラットフォームのArcGIS 
for Developersを利用した。ArcGIS for 
Developersは、オンライン地図、住所、交
通ネットワークなどのクラウドリソースを、
Esri社が提供するAPIを通して利用でき
る開発者向けのサービスだ。データ整備
やサーバー環境の構築コストを大幅に削
減して開発をスタートする事が可能となる
上に、充実したAPIリファレンスとサンプル
コードがWebサイトから確認できる事が
特徴だ。緯度経度をキーとして情報を取得
するDreamAPIとも親和性が高く、開発工
期を当初予定より短縮できた。

■成果

ジャストポイントの天気予報アプリは、気象
情報、地図情報全てがクラウドから配信さ
れているため、軽快な動作を実現しており、
またメニューもシンプルで誰でもすぐに利
用できることが意識されている。現時点で
は、週間予報表示、72時間メッシュ表示、

1時間先の降水情報表示、地点登録、住
所検索、アニメーション表示など、多くの利
用者が求める標準機能を搭載している。た
だしお客様毎に求める情報や機能が異な
ることも想定しており、将来的な機能の拡
張も考慮したアプリケーションとなった。

■今後の展望

ジャストポイント気象情報の活用
HalexDream！の特徴であるジャストポイン
トの気象情報が活用され始めているのが、
震災復旧やオリンピック・パラリンピック準備
で需要がひっ迫している建設業界である。
建設現場では、多くの作業員や資材が投
入され、工程が複雑に関連しあうため、正
確な進行管理が求められる。しかしほとん
どの作業が屋外で行われるため、降雨や
強風、雷、気温などの気象変化によっては
その場で作業中断の判断を下すこととな
る。工程の見直しはその後の原材料や作
業員の計画など連鎖的に課題が発生す
る。そのため、天候の影響が大きい作業を
する際は、事前に作業可能な天候を的確
に把握することが強く望まれている。
たとえば、降雨によって強度や養生時間に
影響がでるコンクリートを使う作業の際に
は、HalexDream！のジャストポイントの予
報サービスを参照し、作業前に現場の降
雨時刻を把握。開始時刻の変更による作

業員の配分や降雨対策を1-2時間単位で
調整することが可能となり、工程への影響
を最小限にすることができる。
まだ続く震災復旧やオリンピック・パラリン
ピック準備で建設需要が増す中、天候の影
響を最小化するキメ細かな気象情報が安
定した進行管理に貢献できるだろう。

また、建設業界以外の分野でも気象情報
の活用は進んでいる。鉄道運行においては
雨量予測と危険度の可視化による安全性
確保、鉄道の保線業務の支援に、また、観
光・レジャーにおいてはお客様への天候予
測の提供による安全確保など、私たちの身
近なところでの活用が始まっている。

今後に向けて
これまでに蓄積された気象予報⼠の知見
と最先端のIT技術力の融合で今まで以上
の気象情報が得られるようになる。「ジャス
トポイントの天気予報がもっと身近な存在
になることが目標です。例えばこれまでの
広域の天気予報では分らなかった、冠水
や浸水地点の発生がジャストポイントの予
報で発生時刻や規模を事前に知ることが
でき、地域の安全性が向上する」「天候は
さまざまな生活や活動に影響を与えます。
気象情報とArcGIS Onlineが持つ地理
データ、分析・解析機能の組み合わせで、
さらに多くのユーザーニーズに対応してい
きたいと考えています」と営業部の須東氏
と和田氏は力強く述べた。これからも社会
インフラである地理情報と気象情報を使
いこなすハレックス社に注目していきたい。

     ジャストポイント天気予報アプリ
     現場の雨があと何分で降り出し、いつ止むかを把握

現場での天候確認
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活用事例
＞ ビジネス ＞ サプライチェーン

大量に集まる自動車の走行データ（フローティングカーデータ）を
分析・可視化することで大量のデータに埋もれていた本質を見出す！

GISで最適なルート計画と輸送車の移動距離の短縮が可能に

ドイツ DHL

配送計画の例

DHLは、35年以上にわたり国際輸送物流業における革新
的なリーダーであり続けています。同社は現在、郵政民
営化により発足したドイツポスト社の傘下にあります。
ドイツポストは2003年に米国第3位の急送便企業である

■課題

DHLは、業務効率の改善方法を常に考えています。 
2002年、テストプロジェクトの一環として、同社はスウ
ェーデンで稼動するトラック1,400台の集配システムの合
理化に取り組み始めました。集配関係のコストは、同社
の日常業務における総コストの40パーセントを占めてい
ます。DHLのドライバーは、毎朝の勤務時間内に平均し
て30分、発送する荷物の仕分けに費やしていました。当
時、発送物は郵便番号によって分けられていたため、山
積になった荷物は4、5台の配送車によって手分けして運
ばれていました。ドライバーは、貴重な時間を使って山
積の荷物を一つ一つ確認し自分の配送ゲートに移動しな
ければならなかったのです。これは、探し物と積み込み
に長時間かかる上に、人的ミスも起こりやすいというこ
とを意味していました。「荷物の発送準備や他業務につ
いての改善点が見つかれば、当社の総生産性に非常に良
い影響があると考えたのです。」 DHL Expressのプロセ
ス開発マネージャであるヘンリク・ダーリン氏は述べて
います。「解決策をみつけることが最重要でした。」

■解決策

このことを念頭に置き、 DHLは、仕分け作業やロジステ
ィクスの改善を支援するためのいくつかのソリューショ
ンを調査しました。同社が集荷場での仕分け作業や物流
管理を改善するために選択したのはESRI社の地理情報シ
ステム（GIS）ソフトウェアでした。メインフレーム環境
を使用することにより、DHLは、ArcGIS Serverソフト
ウェアを使用し端末同士をWebでつなげ、リソースを割
り当てることができるようになりました。これによりス
タッフは、ArcGIS Serverを使って配送ルートや集荷場
所を管理するだけでなく、必要なときには地図データの
編集もできるようになりました。GISがオペレーションの
一部となることにより、今ではすべての配送準備を前日
の夜までに完了できるようになりました。「ジオコーデ
ィング（住所から緯度経度に変換する機能）がこのソリ
ューションの要なのです」 ダーリン氏は説明します。「
これがなければ、システム全体が機能しません。」

まず、データ入力スタッフがメインコンピュータシステ
ムに翌日の配達のための情報を入力します。その情報は
自動的にArcGISサーバーにロードされ、そこで届け先住
所がジオコーディングされて、マップと照合され、どの
配送地区に属するか決定します。配送地区は、ルートや
ドライバーを基に作成されます。これらの配送地区はそ
の後、割り当てルールとドライバー入力に基づき個々の
一日の配送計画へと細分化・最適化されます。すべての
データは携帯端末とLANを介して施設全体で共有できる
ため、スタッフはすべてのデータにいつでもアクセス可
能です。

配送計画が作成されたら、納品書と配達コードは、各荷
物と同期されます。新システムの結果、今ではドライバ
ーがターミナルに到着する時間には正しい配送ゲートに
荷物が配置されています。ドライバーがダブルチェック
をして荷物を積み込んでも、システムが実装される前に

AirborneExpress社を買収し、DHLに統合して、現在
DHLエクスプレスとして知られている部門を作成しまし
た。今日、DHL Expressは55万人の従業員を擁し、220カ国・
地域での荷物や商品の輸送を管理しています。

かかった半分の時間でターミナルの外に出ることができ
るようになりました。

ターミナルごとのツアーの数を最適化することができれ
ば、 DHLは、配送チームの規模と各車両の走行距離を最
小限に抑えることができます。ルートは毎日最適化する
ことができるため、冬の休暇シーズンなどの出荷ピーク

期間中に必要となる労力とリソースを減らすことがで
きます。このシステムはすぐに稼動し、各種パラメー
タの設定とフェールセーフ対策も組み込まれました。 
「システムが停止するような事があってはなりません
からね」ダーリン氏は強調して言います。 「我々はシ
ステムに依存しています。これが機能しなくなったら本
当に困ります。」
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活用事例 ドイツDHL

■結果

DHLがArcGIS Serverを使用する以前は、集配ターミナ
ルで膨大な時間を割いて車両グループごとに荷物を並べ
替えていた上、エラーが発生する余地も大いにありまし
た。 ArcGIS Serverを実装した後、DHLは、大まかにし
か荷物を仕分けることができない郵便番号を使わず、個
々の配送ルート用に荷物を並べることができるようにな
りました。これにより、荷物の並べ替えや詰め替え場所
を決定するために費やす時間と労力を50%削減すること
ができました。節約できた時間は、一日の1配送ルートあ
たり約30分相当になり、DHL Expressは現在、端末から
一日あたり1200もの配送ルートを運営しています。

最適なネットワークが構築できれば、総輸送コストが低
下し、各車両の走行距離を最小限に抑えることができま
す。「これにより当社の競争力が向上し、荷物の回転率
が上がり、利益も向上しました」とダーリン氏は言いま
す。ツアーの最適化は、集配と配送チームのコスト低下
につながります。適正な配送価格で、配達時間内に正確
に荷物を届けることにより、顧客の満足度を高め、顧客
ロイヤルティの向上につながります。

DHL Expressは、ArcGIS Serverにより一石三鳥の業務
改善効果があったといいます。本来の目的が達成された
だけでなく、顧客へのサービスも向上したこと。そして
、運転時間が正確になったため、環境への影響が軽減さ
れたことです。

■解決策

このことを念頭に置き、 DHLは、仕分け作業やロジステ
ィクスの改善を支援するためのいくつかのソリューショ
ンを調査しました。同社が集荷場での仕分け作業や物流
管理を改善するために選択したのはESRI社の地理情報シ
ステム（GIS）ソフトウェアでした。メインフレーム環境
を使用することにより、DHLは、ArcGIS Serverソフト
ウェアを使用し端末同士をWebでつなげ、リソースを割
り当てることができるようになりました。これによりス
タッフは、ArcGIS Serverを使って配送ルートや集荷場
所を管理するだけでなく、必要なときには地図データの
編集もできるようになりました。GISがオペレーションの
一部となることにより、今ではすべての配送準備を前日
の夜までに完了できるようになりました。「ジオコーデ
ィング（住所から緯度経度に変換する機能）がこのソリ
ューションの要なのです」 ダーリン氏は説明します。「
これがなければ、システム全体が機能しません。」

まず、データ入力スタッフがメインコンピュータシステ
ムに翌日の配達のための情報を入力します。その情報は
自動的にArcGISサーバーにロードされ、そこで届け先住
所がジオコーディングされて、マップと照合され、どの
配送地区に属するか決定します。配送地区は、ルートや
ドライバーを基に作成されます。これらの配送地区はそ
の後、割り当てルールとドライバー入力に基づき個々の
一日の配送計画へと細分化・最適化されます。すべての
データは携帯端末とLANを介して施設全体で共有できる
ため、スタッフはすべてのデータにいつでもアクセス可
能です。

配送計画が作成されたら、納品書と配達コードは、各荷
物と同期されます。新システムの結果、今ではドライバ
ーがターミナルに到着する時間には正しい配送ゲートに
荷物が配置されています。ドライバーがダブルチェック
をして荷物を積み込んでも、システムが実装される前に

かかった半分の時間でターミナルの外に出ることができ
るようになりました。

ターミナルごとのツアーの数を最適化することができれ
ば、 DHLは、配送チームの規模と各車両の走行距離を最
小限に抑えることができます。ルートは毎日最適化する
ことができるため、冬の休暇シーズンなどの出荷ピーク

期間中に必要となる労力とリソースを減らすことがで
きます。このシステムはすぐに稼動し、各種パラメー
タの設定とフェールセーフ対策も組み込まれました。 
「システムが停止するような事があってはなりません
からね」ダーリン氏は強調して言います。 「我々はシ
ステムに依存しています。これが機能しなくなったら本
当に困ります。」
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■概要

全国健康保険協会は、中小企業等で働
く従業員とその家族など、約3,600万人
の加入者、170万事業所の事業主からな
る日本最大の医療保険者である。同協会
の役割は、地域の実情を踏まえた自主自
立の運営を行い、都道府県単位で保険
者機能を発揮することにある。そして、民
間組織として業務改革を進めるとともに、
サービスの質を向上させることによって、
加入者・事業主の利益の実現を図ること
である。同時に、被用者保険の受け皿と
して、世界に誇る日本の国民皆保険の一
躍を担い、病気にかかったときにきちんと
医療を受けられるよう、健康保険を安定
的に運営するという公的な使命を担って 
いる。

ここでは、同協会の加入者並びにその扶
養者の健康状態を知るために、健診未受
診者分布を見える化し、未受診者の密集
地域に最適な健診場所を選定したことで
受診者数が前年より向上した事例を紹
介する。

■背景
 
平成26年度にスタートしたデータヘルス
計画に基づき、保険者は診療報酬明細
書や健康診査の結果などの各種情報を
活用し、加入者の健康づくりや疾病予防、
重症化予防に取り組んでいる。その際に、
計画策定のための各種情報の「見える
化」が重要である。同協会兵庫支部では、
データヘルス計画の効果的な実施と分
析結果などの各種情報の「見える化」を目

的に協会本部並びに各支部に先駆けて、
被扶養者の特定健康診査（特定健診）の
未受診者分析と、受診勧奨および加入者
の医療機関受診行動分析についてGIS
を用いて実施した。今回ArcGISを採用し
た主な理由として、第１に実績豊富である
こと。第2に充実したサポート体制、第3に
多様な機能から採用とした。

■導入手法

1.データの抽出
本事業に必要となるデータ（健診未受診
者データおよび健診機関データ）を本部
基幹サーバーよりCSV形式で抽出した。

（図1参照）

2.マッピング
協会けんぽ兵庫支部加入の被扶養者の
うち、兵庫県内に居住する健診未受診者
154,071人の住所情報および兵庫県内
の健診実施機関所在地をGIS上にマッ
ピングした。
これにより健診未受診者が県内のどこに
分布しているのかが視覚的に把握可能と
なった。

（図2参照）

P R O F I L E

組織名：全国健康保険協会 兵庫支部
住　所：〒651-0087
           兵庫県神戸市御幸通6-1-12
           三宮ビル東館２階
問合わせ先：企画総務グループ
電話番号：078-252-8702
FAX：078-252-8712
URL：http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
        Shibu/hyogo/

使用製品
ArcGIS for Desktop Basic
ArcGISデータコレクション スタンダードパック

課題　　
・病気の早期発見･早期治療や健康の保持を

促進するために、加入者並びに扶養者の未
受診者に特定健康診査を受診させること

導入効果　　　
・GISを用いて自宅から近い健診会場を案内す

ることで未受診者の受診者数の向上を実現

特定健康診査の未受診者の受診率が対前年同月比で最大170％向上
対前年の年間受診者数（2015年2月までの累計）も3万人を突破し5千人増 

特定健康診査の未受診者に対する受診勧奨対策をGISで実現

ArcGISを活用したデータヘルス事業の推進

協会けんぽ 兵庫支部

＞ ビジネス ＞ 保健医療
活用事例

本事業に携わった協会けんぽ兵庫支部の皆様

未受診者情報
健診機関情報

図1：データ抽出

3.集計
GIS上に1kmメッシュ（1km×1km）を作
成し、メッシュ内の未受診者数の集計を行
い、未受診者の密集地域を割り出した。そ
の上で契約健診機関と協議し、対象密集
地の近くで健診ができる場所を選定し、無
料集団健診業務と合わせ、未受診者の自
宅近辺でかつ無料で健診が受診できるこ
とを再勧奨通知書により郵送した。
（図3参照）

4.スパイダーグラフ
密集地以外の地域では、GIS機能によっ
て未受診者の住所と健診機関所在地を
紐づけることで、未受診者の自宅近郊の
健診機関を割り出した。そのうえで、健診
未受診者に自宅最寄りの健診機関にて
健診が受けられることを郵送で案内し、
受診行動を促した。
（図4参照）

■導入効果

未受診者が多い密集地域の上位25ヶ所
（1kmメッシュ内241名以上）を抽出し、
未受診者が受診し易いように、最寄りの
特定健診場所（公民館・文化ホール等）
を選定した。
該当箇所での健診を周辺地域加入者に
勧奨文書で案内したところ、多くの反響と
問い合わせがあり、兵庫支部職員総出で
対応した結果として、約1ヶ月半で新たに
4,000件の受診券発行申請があった。

■考察
　
GISの機能で未受診者の分布を視覚的
に把握できるばかりではなく、1kmメッ
シュを用いることで数値的にも把握するこ
とが可能になった。
従来は経験知や勘に頼っていた健診会
場の配置計画も、GISデータを用いること
で、より効果的な計画策定が可能となっ

た。例えば、都市部のみならず郊外の団
地群などが未受診者の多い地域である
ことが明らかになり、より効果的な健診場
所の配置を行うことができた。
また、健診場所周辺の環境や会場の知名
度、立地等も受診行動に影響を与えるこ
とも明らかになった。
実際に多数の受診者が訪れた西宮市の
会場で行ったアンケートでは、回答した
95人中49名が今回受診した理由につい
て「会場が近かったから」と回答しており、
それぞれ密集地の地域特性に基づいた
会場を選定したことで、多くの加入者の受
診行動に繋げることができた。

■今後

今年度は対象者の住所のみを基にして
健診会場を選定したが、今後は受診者の
住所と健診会場を紐づけた分析や、健診
会場で実施するアンケートから受診者の
行動パターンを割り出し、より効果的な健
診会場の選定による特定健診受診者数
の向上を目指す予定だ。
また、医療費や健康状態の地域特性を正
確に把握し、加入者の医療機関への受
診行動に関するデータを分析することで、
より実態に即した保健事業の提供を考え
ている。
二次医療圏別の加入者と医療機関への
受診行動をGISで分析し、国が進めてい
る地域医療構想に基づき、関係する団体
との連携強化にも保険者としての役割を
担っていく。

協会けんぽ 兵庫支部活用事例

本カタログに記載されている社名、商品名は、各社の商標および登録商標です。

SCS16-20-01-1601

図3：未受診者最多エリア分布図

図4：最寄り健診機関相関図

本事業の主担当である芦澤氏

3ヵ年の受診者数の比較

図2：特定健診受診者･未受診者分布
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■概要

社会医療法人愛仁会は2014年で創立
56年になる医療、介護、福祉のトータルヘ
ルスケアをめざす法人である。
1958年に誕生した愛仁会は一診療所か
らスタートし、現在の高度急性期病院か
ら慢性期医療、在宅ケア、介護・福祉まで、
そして、医師・看護師をはじめとする医療・
介護職種の養成をおこなうヘルスケア組
織に発展している。

医療業界を取り巻く環境の変化、スピード
感が求められる経営現場のニーズに対応
するためBI(Business Intelligence)ツー
ルとGISを連携させたマーケティング活動
を開始した。
今やGISは経営判断や効果的なプロモー
ション施策の実行になくてはならない武
器となっている。

■導入経緯
 
創立して56年が経ち、愛仁会を支えた草創
期の医師も引退し、世代交代が進んでいる。
従来は、地域のことは現場の医師が把握
できていたが、世代や施設、活動エリアも
大きく複雑に変化し、法人全体の意思決
定プロセスにおいて、大量のデータから必
要な情報を迅速に整理・分析するツール
が必要不可欠となってきた。

愛仁会では施設長が集まる会議、役員会
議等様々な会議の場があり、施設の数が
増えるにつれ会議資料の枚数が増え、資
料を作成する手間とコストも大きな負担と
なってきていた。
立場や物の見方が異なる参加者が、資
料論点の把握に時間がかかり、協議中の
資料も探しづらいとの声もあがってきた。

そこでまず、BIツールを活用することで大量
のデータから必要な情報を整理して提供す
ることを実施した。会議出席者全員が同じ
資料を閲覧しながら協議し、タイムリーに状
況把握し考えることができるようになった。
また、わかりやすさを重視して、試験的に
BIツールとGISを連携させた診療圏分析
を実施したところ、地図はイメージに残り
やすく会議でもっとも関心の高い結果が
出たため導入を進めることになった。

P R O F I L E

組織名：社会医療法人 愛仁会
住　所：大阪府大阪市北区豊崎3-2-1
           淀川5番館4階
URL：http://www.aijinkai.or.jp/

使用製品
Esri Business Analyst
ArcGIS for Server

 導入パートナー企業

株式会社NSソリューションズ関西
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7-20-1
KM西梅田ビル4階
URL：http://www.nssol.nssmc.com/ 
kansai/

課題　　
・会議資料の煩雑化
・マーケティング手法の導入
・BIツールの活用促進

導入効果　　　
・経営判断スピードの向上
・医療マーケティング基盤の実現
・地域連携への活用

日々忙しい経営者が、時間がない中でいかに迅速に意思決定できるか、
スピード感が求められる現場でパッと見て判断できるマッピングの強さ

激変する医療業界で必要な医療マーケティングとは

活用事例
＞ ビジネス ＞ 保健医療

BIとGISの連携で一目瞭然、迅速な意思決定を実現

社会医療法人  愛仁会

愛仁会グループ

本部局長 松原正明 氏

愛仁会グループの多様な役割

■導入手法
 
2013年秋にまずEsri Business Analyst
を導入、グループ内の経営情報をITを活
用して分析する部門である医療情報部に
てGIS分析がスタートした。

さらに、分析したマップをグループ内で
共有、またBIツールと連携するために
ArcGIS for Serverを導入し、BI画面か
ら多忙な医師・職員が分析マップを簡単
に閲覧できる環境を構築した。構築はBI
システムでも実績豊富な株式会社NSソ
リューションズ関西が担当した。

データベースに蓄積された愛仁会グルー
プの主要病院のデータをもとに地図上
で患者がどこに居住しているかを可視
化。さらに人口当たりの受療率を計算
して地図化、患者紹介元の医療機関、
地域の診療所情報もシステムに取り込 
んだ。
これでマーケティングツールとして活用す
る準備は整った。

■導入効果

GIS導入後、会議での参加者の食いつき
が目に見えて変わってきた。
今までは数字だけで表現されていたもの
に地図というイメージできるものが加わり
パッと見てわかりやすいものになり、意思
決定のスピードが向上した。

資料作りに充てていた時間も大幅に削減
され、その時間を分析と次のアクションに
充てられるようになった。

統計データを地図と重ね合わせて見る
ことで、どこから患者が来ているか、人口
データ等から地域特性も見えてきた。
経験と勘と度胸でだいたいこんなもの、と
思っていた頃と比べ、地域ごとにどう戦略
を練るか、本部としてどう統括するか、肌
感覚と異なるエリアをピンポイントで見つ
け、その地域に応じたアクションがとれる
ようになった。
また、地域の診療所にアプローチする地
域連携にも活用し始めている。

■今後の展望

BIとGISの連携という新たな武器を得て、
情報分析は高度化した。
群雄割拠のエリア、イニシアチブをとれる
エリア、他法人と連携していくエリア、それ
ぞれ戦略が異なるため、地域ごとの分析
モデルの構築を行い、出来あがったモデ
ルはグループ内で垂直統合・水平展開し
ていく予定である。

また、超高齢化社会の中で、今後は病院
だけでなく医療と介護がいかに連携して
いくか、その地域にどのような人達が住ん
でいて、どんな介護事業者がいるか、自法
人がどれだけ展開できているか、地域毎
のビジネスチャンスを把握しないといけな
いと考えている。

医療と介護の2つの軸で、GISを活用して
分析していく予定であり、患者に満足して
いただく最高の医療を提供する環境を作
るためにBIとGISの活用は今後の愛仁会
グループにおいてなくてはならないものと
なっている。

社会医療法人  愛仁会活用事例
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システム概念図

医療情報部 課長 井内伸一 氏

BI画面
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■GISで産学連携

帝国データバンクは2011年度より大阪市
立大学および大阪府立大学との共同研
究プロジェクト「地理情報システムおよび
帝国データバンクの保有する大規模デー
タベースを用いた取引関係構造の空間
分析」を推進している。

■企業間の取引構造を地図化

自動車産業は部品点数が多く、すそ野が
広いことが特徴であり、完成車工場だけ
でなく、関連部品産業が周辺に立地する
傾向がある。そのような複雑な産業構造を
有する自動車産業を対象として、今回は
大分県中津市に立地するダイハツ九州を
取り上げ、実際にどの地域の企業からさま
ざまな資材・部品やサービスを調達してい
るかを、地図によりビジュアルに示すこと
から始めた。
帝国データバンク保有の企業概要データ
ベースに含まれる発注企業、および受注
企業の本社住所を位置情報として地図上
にプロットし、取引関係を可視化する。ダイ
ハツ九州と直接取引している企業を一次
取引、一次取引先と取引している企業を

P R O F I L E

二次、さらに二次と取引している企業を
三次とし、そのサプライチェーンを捉えるこ
とを試みた。
ダイハツ九州とその一次取引先を紐付け
したスパイダーダイアグラムからは、一次
取引先のほとんどが九州地域と3大都市圏
（大阪・名古屋・東京）に集中して立地し
ていることがわかる。ダイハツ九州が拠点
を構える九州地域以外では、大阪にはダ
イハツ本社が、その他の2地域には既存の
自動車産業の集積がある。他方で、ダイハ
ツ九州の二次取引先になると、3大都市圏
に限定されず日本全国に立地が広がり、
自動車産業のすそ野の広さを垣間見るこ
とができる。

■『結節点都市』の存在と
　インフラによる立地傾向

九州内部に目を転じると、九州北西部の
特定都市を中心とした地帯に企業立地が
偏っていることがわかる。九州に立地する
一次取引先の数は限られているが、二次
取引先の分布をあわせて参照すると、こう
した傾向が明瞭に見てとれる。福岡県北
九州市から福岡市、佐賀県佐賀市、熊本
県熊本市にかけて企業立地のベルト地帯

が形成されている。このような集
積傾向の要因としては、他の自
動車メーカーの影響も考慮すべ
きであろう。たとえば、北九州に
も近い福岡県若宮市にはトヨタ
自動車九州が、同京都郡苅田町
には日産自動車九州工場が、熊
本県菊池郡大津町には二輪車
生産を行っているホンダ熊本製
作所がある。

組織名：株式会社　帝国データバンク
住　所：〒107-8680
           東京都港区南青山2-5-20 
問合せ先：産業調査部産業調査課
　　　　　栗田 康之 氏
電話番号：03-5775-3161
URL：http://www.tdb.co.jp/report/specia/
　　　index.html
e-mail：yasuyuki.kurita@mail.tdb.co.jp

使用製品
ArcView
ArcGIS Spatial Analyst
ArcGIS 3D Analyst
ArcGISデータコレクション スタンダードパック
ArcGISデータコレクション プレミアムシリーズ 詳細地図

活用事例
＞ ビジネス ＞ サプライチェーン

帝国データバンクの大規模データベースにデータマイニングとＧＩＳを融合し、
企業間の取引構造を可視化することでサプライチェーンの把握に挑む

企業間取引、移転、企業誘致の経済効果など、さまざまな企業活動の実態にどこまで迫れるか？

ダイハツ九州と全国の一次取引先（全業種）との取引関係

大阪市立大学
　　木村 義成 講師 （左）
　　立見 淳哉 准教授 （中央）
大阪府立大学
　　水野 真彦 准教授 （右）

株式会社帝国データバンク
　　北島 聡氏 （左）
　　上級客員研究員　熊谷 美香氏 （右）

企業情報のデータマイニングとＧＩＳを用いたサプライチェーンの可視化

株式会社帝国データバンク SPECIA共同研究プロジェクト

ンとは関係の薄い非製造企業となってお
り、取引リンケージという点では大分県は
あまり恩恵を受けていない。大分県では、
中津市と大分市周辺に卸・小売・飲食が
いくらか立地する程度であるといってよ
い。ダイハツ九州の立地によって生まれた
新規雇用を表すものではなく、あくまでも
雇用への間接的な影響を示すものではあ
るが、ダイハツ九州の一次から三次取引
先までの従業員数を市町村単位で確認し
たところ、ダイハツ九州との取引が最も強
く影響するであろうと考えられる一次取引
先に関しては、大分県よりも他県の方が雇
用への影響が大きく、三次取引先まで対
象を広げれば、大分県では中津市・宇佐
市・大分市などで一定の雇用効果が想定
されるものの、むしろ北九州・福岡・佐賀・
熊本といった都市における効果の方が
上回っていることが予想された。

■ 今後の取り組み

位置情報に基づいてサプライチェーンや
経済効果を視覚的に捉えることによって、
さらなる空間分析の展望を拓きつつある。
今後も取引の近接性や企業集積、企業間
ネットワーク、企業移転等を定量的に捉
えることを試みる予定である。これまでに
培ってきた膨大かつ詳細な企業データを
基に、地図化や空間分析の可能性を探っ
ていく。

これらの諸都市は、企業が単に立地する
だけではなく、あわせて企業間リンケージ
の結節点ともなっている。九州の製造業に
限定すると、一次取引先が上述の都市近
辺に立地し、これらの都市を中心に二次
取引先の分布が形成されていることが見
てとれる。同様に、三次取引先までのリン
ケージを考慮すると九州全体で非常に複
雑な取引関係の網が形成されている。そこ
では、一次から三次へと単線的な取引関
係が存在するだけではなく、二次取引先
同士の取引関係も確認される。これらの
企業の立地は、上述の北西部地帯に集中
しているが、それ以外では、高速道路の存
在など、インフラ整備が行われている地域
に限られているのが特徴である。

■ サプライヤーの違いによる
　企業取引の差異

ダイハツ九州の有力な一次サプライヤー
（製造業）2社の取引先をスパイダーダイ
アグラムによって確認したところ、両者の
サプライチェーンには異なる特徴がみられ
た。Ａ社が九州に立地する企業と多く取引
しているのに対して、Ｂ社は親会社の主力
工場がある静岡県の企業との取引が目立
つ。本州に立地するサプライヤーの数につ
いては両社間でそれほど違いはないが、
九州の製造業との取引数については 4倍
近い開きがあった。こうした違いが生じる

要因として推測できるのは、第一に、生産
する部品の種類、構成する部品の点数や
性質の違いなどの理由が考えられよう。
一般に、小型で付加価値が高くコスト
に占める輸送費の割合の小さいもの
は遠距離から調達できるが、逆にかさ高
で輸送費のかかるものは近距離から調達
される傾向があるとされている。第二に、
設立からの年数の違いが挙げられる。Ａ
社は 1993 年設立であるが、Ｂ社は 2005 
年設立と新しく、まだ地元の調達先を開
拓できていないことも考えられる。
地場企業は地域内に意志決定や研究開
発の機能を持つため、地域外から進出した
サプライヤー企業が地場企業との取引関
係を拡大することは、地場企業の成長・発
展に寄与し、ひいては地域のものづくり能
力の向上につながる可能性をもつ。実際
に、九州地場の製造企業は、同じ九州の
地場企業と取引上の関係が強い傾向が
ある。ダイハツ九州のような大企業の分工
場の進出に随伴立地した地域外サプライ
ヤー企業であっても、こうした九州の地場
資本企業との取引を構築するならば、企業
誘致の波及効果は高まると考えらる。

■ ダイハツ九州の雇用に
　与える効果を地図化

ダイハツ九州の 10km 圏内に近接立地す
る企業のほとんどが生産のサプライチェー

SCS12-20-01-1201

活用事例
株式会社帝国データバンク

SPECIA共同研究プロジェクト

本　　　    社　〒 102-0093  東京都千代田区平河町 2-7-1  塩崎ビル　       　　　　　TEL：03-3222-3941   FAX：03-3222-3946
大阪オフィス　〒 532-0003  大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-14 新大阪グランドビル    TEL：06-4807-7015   FAX：06-4807-7033

ダイハツ九州と一次・二次・三次取引先（いずれも九州に立地する製造業）との取引関係 ダイハツ九州の取引先（一次・二次・三次）従業員数の市区町村別集計
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概要

大阪ガスは近畿２府４県約700万戸の利
用者に都市ガスを供給しており、管理す
る導管総延長は59,000kmに達する。そ
の導管網の動脈に該当する高圧幹線に
関しては、ガス設備の中でも特に重要な
ものであり、保安管理レベルも高度なも
のが求められる。また、高圧幹線は、通常
の導管網とは異なり面的な広がりで管理
するよりも、個別のパイプラインとして線的

（パイプラインに沿った形）に管理する必
要がある。 この管理方法の考え方の違い
もあり、従来から大阪ガスで普及していた
面的な導管管理である導管MAPシステ
ムとは別に、１/200竣工図面の集合体と
して、CADを利用したファイリングシステ
ムとして管理されてきた。
一方同社では2003年MAPシステムの
ArcGIS化が実現、さらに2008年のバー
ジョンアップを経て、WebGISを利用した
業務連携型の高度なGISプラットフォー
ムが実現している。高圧導管の保全を
担当する幹線エンジニアリングチームは
2008年のArcGISバージョンアップを
ターゲットにGIS（MAPシステム）と高圧
幹線の図面管理システムの融合を進め、

P R O F I L E

現在では全エリアにおいてCAD図面と
GISを融合した高圧ガスパイプライン設
備管理を定着させている。（図-１）
高圧幹線設備は大まかに、パイプライン
本体と、４～８km間隔で設置されるス
テーション設備（遮断バルブや整圧設備
を有する施設）で構成される。現在GISと
して管理されているのは、パイプライン本
体、パイプライン近辺での第三者工事の
管理の２点であり、さらに今後ステーショ
ン設備の管理、パイプラインの防食管理
業務支援にシステムを拡張する計画が進
んでいる。

システムの目的

システムの目的は以下のようになる。
① 既存の中低圧向けMAPシステムとGIS
プラットフォームを統合することで、高圧、
中低圧ガス管の管轄部署の情報共有が
可能になり、連絡・調整業務が円滑化す
る。
② CAD図面を直接GIS上に貼り付けるこ
とにより、従来個別の図面でしか確認でき
なかった情報を周辺地図情報と合わせて
見ることができ、現場状況把握の質が向
上する。
③ 設備、工事等の台帳システムとのリン
クにより、台帳・地図双方向の連携が実現
し、設備情報へのアクセスが大幅に効率
化する。
④ CADをGISに貼りこむことで高圧導管
の位置が正確に座標管理でき、従来道
路縁等の地物からのオフセットにより相
対管理していた導管位置を、将来的には
正確な絶対位置座標管理とすることがで
きる。

導管事業部　導管部
幹線エンジニアリングチーム

（左）広岡副課長  （右）桝田マネジャー　

＞ 公益サービス ＞ ガス
活用事例

大阪ガス株式会社
図面情報とGISを融合した高圧幹線ガス導管設備管理

組織名：大阪ガス株式会社
住　所：〒541-0046
           大阪市中央区平野町4-1-2 
問合せ先：大阪ガス導管事業部　導管部
　　　　　幹線エンジニアリングチーム
　　　　　広岡 均 氏

 導入パートナー企業
株式会社オージス総研
　ソリューション開発本部
　エネルギーソリューション第三部
　GISソリューション第一チーム

ArcGISのCADデータ互換性、業務データベースとの親和性を活用し、
GIS基盤であるMAPシステムと融合した高度な設備管理をWebGISで実現。

高圧幹線ガス導管特有の大縮尺CAD図面をGISと融合、導管設備台帳や工事情報と連携

図-１　CAD図面とGISを融合した高圧幹線の表示

システム構成

大阪ガス既存のArcGIS Serverによる
GIS基盤をそのまま横展開したWebGISと
して利用している。GIS画面は既存MAPシ
ステムの画面設計をそのまま用いており、
中低圧導管から高圧導管まで共通の画
面インターフェイスで利用することができ
る。システム構成は図-２のようになる。

CAD図面のGIS化

システム化にあたり最大の課題は位置座
標を持たないCAD図面のGIS化である。
導入時にCAD図面への位置座標付与が
必要な竣工図面は、総延長567km、図画
数約3,400枚に及び、高コストな作業とな
ることが予想された。しかし高精度RTK-
GPS測量（FKP方式）により、3,400枚す
べての図画に対して最低２点、位置座標
を付与し、標定作業を行なった結果、比
較的安価にCAD図面を地図（GIS空間）
に貼り付けることができた。
ちなみにFKP方式はZ値（高さ）も計測可
能なので、得られたデータから管路の３次
元データを構築することも可能である。
竣 工 図 面はArcGISと親和性の高い
AutoCADベースであったため、GISへの
インポート作業については標準的な機能
で実現可能であった。

GIS上の地図表現の工夫

GISに貼り付けたCAD図面をどう表現す

るかに関して、当初はガス管平面図レイヤ
のみをCAD図面から抽出して地図に載せ
る案等があったが、図面イメージをそのま
ま貼り付ける方法をとった。これは最も手
間のかからない方法であるが、それ以外
のメリットとして以下が上げられる。
① 図面そのものの詳細表示は読み取れ
なくても竣工図面そのままのイメージが貼
り付いている方が状況を読み取りやすい。
② 元の図面を検索インターフェイスとし
て使える。（図-３）
③ スケールマスク（縮尺に応じたデータの
表示/非表示の切り替え）を適切に用いる
ことで視認性のよい地図を提供できる。

業務システムとの連携

高圧幹線データはもともと文字ベースの
設備台帳データを持っており、今回のシス
テム開発ではGIS管理に適合したデータ
ベースにチューンナップしている。各種検
索は台帳側を入口としても、地図側を入口
としても行なえるよう設計し、ユーザの利
便性を図っている。（図-３）
設備台帳のみならず、第三者工事（導管
近傍のガス以外の工事）を管理するシス
テムとの連携も図られており、事故ゼロが
使命の高圧幹線維持管理業務に貢献し
ている。

システム開発および
管理コストの削減

大阪ガスにおけるWebGISを中心とした

GIS基盤をそのまま利用することにより、
単独開発よりも安価なGIS連携システム
の構築が可能である。同じレベルの機能
を実現するGIS開発の負担が少ない分、
業務システムへの効率的な投資が可能と
なる。（システム開発は株式会社オージス
総研）

建設部門との連携による
CALS運用の実現

竣工図CADデータは工程上流にあたる
高圧幹線建設現場から上がってくるもの
で、同社では保全・維持管理業務を想定
したデータの一貫運用（CALS）が進んで
いる。古いCAD図面はGPS測量作業によ
る標定を行なったが、現在では建設段階
の座標付きCADデータをそのまま活用す
ることが標準化されている。これによって
建設/保全の業務引継ぎの効率化・コスト
ダウンが実現した。

広がる利活用の可能性

すでに幹線業務の基幹部分にGISは活用
されているが、さらに各種業務課題解決
のため検討が進められている。
特にガス管の絶対位置座標管理による図
面管理コスト、現場対応コストの削減は大
きな課題である。
図面管理に関しては、オフセットによる設
備の相対位置管理をGPS利用による絶
対座標管理とすることが究極の目標とな
る。従来は導管周辺状況が変化するたび
に図面修正を行なってきたが、徐々に図
面管理手法を合理化してゆくことが課題
となる。また、第三者工事の際にガス管の
位置を正確に特定する作業が、絶対位置
座標管理とGPSの併用で大幅に効率化
する可能性もある。
これらの課題の解決により今後の高圧ガ
ス導管の保安レベルのさらなる向上が期
待される。
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大阪ガス株式会社活用事例

図-３　図画を用いた検索インターフェイスと台帳連携

図-２　システム構成
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イントロダクション

ネパールでサガルマータ(空の女神)とし
て知られる山、エベレストの征服を多くの
人々が夢見る。幸運な登山家は勝利を示
す標高8,848mの山の頂きに立つ̶少な
くとも数分間は。しかし、13歳のジョーダ
ン・ロメロのように世界中の視聴者を引き
連れていくことが出来る者はほとんどい
ない。
2010年5月のある晴れた夜、マイナス18
度以下の気温の中、ジョーダンは険しく
危険なエベレスト登山の最後となる26
時間の山頂へのアタックを開始した。カリ
フォルニア州ビッグベアレイクから来たこ
の少年は、世界最高峰の山の頂上に立つ
最年少記録の更新が目前となっていた。

エベレストへの挑戦

世界中の人々がEsri社提供のWebアプリ
ケーション「Live on Everest」でジョー

P R O F I L E

ダンの旅に注目していた。彼らはジョーダ
ンがエベレスト北東の峰を登るに連れて
モニタ上のデジタルマップに赤い点が増
えるのを見て、モニタに釘づけになった。
それぞれの点は、彼の10分ごとの前進状
況を表している。心臓の鼓動のようにゆっ
くりと脈打つ円は、最新の所在地を表し
ている。地図に重ねられたのは「チーム・
ジョーダン」のメンバーからのTwitter(ツ
イッター)のやりとりだ。チームのメンバー
にはジョーダン自身、彼の父親のポール・
ロメロ、育ての母のカレン・ラングレンが含
まれ、頂上に近づくにつれてガイドのアン
パサン・シェルパ、ラマダワ・シェルパ、ラマ
カルマ・シェルパが加わった。

ビッグベアレイクの小さな集落では、
ジョーダンの学友であるナオミ・ネルソ
ンの家で歓声が上がっていた。彼女も家
族と一緒にマップ上の点を追っていたの
だ。5月22日の現地時間9時45分、赤い点
が頂上で点滅しているのを見て、彼女は

ジョーダンの夢が実
現したのを知った。

「マップ上のジョーダ
ンを、両親と姉と一緒
にずっと見ていたんで
す。彼が頂上に着いた
時は、みんな大興奮で
した。」中学一年生の
ナオミは語った。他に
も大勢が見ていた。エ
ベレスト中継の視聴
者数は、登頂当日には
18,000人にまで急上
昇した。

エベレスト

＞ 人材育成 ＞ 野外活動
活用事例

チーム・ジョーダン　Live on Everest
壮大な冒険をインターネットで共有

本稿は、2010年ArcUser秋号掲載記事、 
“Sharing an Amazing Journey ‒ Web 
app chronicles Mt. Everest ascent in 
near real time”をもとに作成した。

チーム・ジョーダン　Live on Everest
URL：http://www.jordanromero.com/

使用製品
ArcGIS Server
ArcView
ArcGIS Online
ArcGIS API for Microsoft Silverlight/
WPF

13歳少年のエベレスト登頂に全世界が注目。
TwitterやSNSまで組み込んだアプリケーション「Live on Everest」とは。

Webアプリがエベレスト登頂をリアルタイムで世界へ配信

Esri社提供のWebアプリケーション「Live on Everest」経由で、
世界中の人々がジョーダンの冒険をたどることができた。

海 外 事 例

「テクノロジが人命を守っているという事
を実感しました。僕たちのチームは安全
でいられたし、救助隊や友人、家族まで
とも連絡をとりつづけることができまし
た。」6月に家に戻った後、ジョーダンは

「Live on Everest」について語った。「信
じられないくらいの反響でした。僕たち
は、おそらく最もプロフェッショナルで最
も人に見られたエベレスト遠征隊として
称賛されたんです。」

チーム・ジョーダンのオンライン投稿は、
彼らの旅行体験の数々を記録していた。
ジョーダンがネパールのカトマンズの通
りを歩く最初の興奮をツイートと写真が
とらえている。それから投稿の内容は安
全な装備や食糧補給のたびに変わって
いった。山に入ると、ジョーダンは料理
人のクマールだけではなく3人のシェル
パについても書いた。そして山に忠誠を
誓う伝統的な登山前の儀式にチームが
参加すると、掲載内容は厳粛なものに
なった。その後に掲載された個々の写真
は、巨大なパーカや帽子、グローブ、そし
てゴーグルで誰だか判らなくなった。更
に酸素マスクが追加され、山頂に近づく
につれてツイートは短く、間隔も開きが
ちになった。

マップ中心のインターフェイスを

アプリケーション「Live on Everest」は、
様々なオンライン情報と地理的な情報を
一つの画面にするためにEsri社のArcGIS
テクノロジを使って作られた。ほぼ生中継
で居場所を表示するマップとTwitterのつ
ぶやき機能に加え、このアプリケーション
はチームのFacebook （フェイスブック）* 
のブログやFlickr（フリッカー）** の写真な
どのソーシャルメディア情報を一つにまと
めて表示した。「Live on Everest」の訪問
者は、現地の天気予報にアクセスしたり、
日々の進んだ距離と標高を表示する地形

断面図を調べたり、登山ルート脇の景色
を見たりすることができた。

「こんなに遠く離れているのに世界中の人
たちが僕らのすることを全部見ているっ
ていうのはすごく素敵な気持ちでした。」
ジョーダンは言った。「家族やファンの人
たちが僕らと繋がっていると思うと元気が
でました。僕たちの冒険が、さらに誇らしい
ものになったんです。すごい感じ、月にいる
のにみんなが僕たちを見ているって感じ
に近いかな。」

ArcGIS API for Microsoft Silverlight/
WPFを使って作られた「Live on Everest」
のビューワは、チームが最後に投稿した
GPSの位置まで自動的に案内し、同時に
チーム・ジョーダンやほかの人がソーシャ
ルネットワークで何を話しているかを見る
ことができた。天気予報や地形モデルなど
の教育的な機能も付け足すことができた。

同世代の子供たちへの影響

完成したビューワのおかげで、チーム・
ジョーダンはたくさんの教室や家庭で紹
介された。ジョーダン自身の学友たちも

Web上で毎日彼をチェックした。ビッグベ
アレイク中学校で一年生に歴史と英語
を教えるジェニー・マッコイは、「Live on 
Everest」を毎朝クラスの大きなスクリー
ンに投影した。何かを成し遂げるために目
標に向かって努力し続けることの大切さ
を生徒たちに伝えたかったのだ。「生徒た
ちは、実際に知っている人間が大きな目標
を立ててびっくりするようなことを成し遂
げるのを目の当たりにしたのです。」マッコ
イは語った。

「このテクノロジを通して僕を見た子供た
ちの何人かは僕に触発されて、実際にな
にか大きな目標に向かって行動を起こす
ようになるかもしれないですね。」ジョーダ
ンは言う。実際、学友のナオミ・ネルソン
は、山に登りたいとは思わないと話しなが
らもこう言った。「ジョーダンにエベレスト
が登れるなら、私だって何かを成し遂げら
れるはずよ。例えば超音波技師になると

か、サッカーを一生
懸命練習してMVPを
もらうとか。」

13歳の少年による
偉業の達成は、最新
のテクノロジの助け
を借り世界へ喧伝さ
れ、同世代の子供達
へ大きな夢の達成へ
のモチベーションを
与えて止まない。

チーム・ジョーダン　Live on Everest活用事例
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「Live on Everest」アプリケーションは、ほぼ生中継でチームの居場所や
Twitterのつぶやき、そしてチームのFacebookブログやFlickrの写真などの
ソーシャルメディア情報を表示する。

*Facebook( フェイスブック )：世界最大の SNS( ソー
シャルネットワーキングサービス )。
**Flickr( フリッカー )：オンラインの写真共有サービス。
ユーザは撮影したデジタル写真を Flickr のサーバにアッ
プし保存・管理できる。公開された画像は誰もが閲覧可能。
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