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■ 論文要旨 ■ 

 スマートフォンの普及に伴い、スマートフォンを有効に活用した事例が新聞や雑誌

などで多く報告されている。当社においても、これまで多く提供してきた PC を利用

する業務系アプリケーションに加え、今後は、スマートフォンやタブレット端末を活

用する案件が増加することは必至である。また、利用範囲においても企業内のみなら

ず、コンシューマ向けが拡大すると予想される。しかしながら、スマートフォンやタ

ブレット端末を利用するシステム開発には、これまで当社が経験してきた業務系シス

テム開発にはない留意点や工夫が必要である。 

 本論文では、東京無線協同組合向けに開発した、スマートフォンを利用したタクシ

ー配車システムの開発事例を通して、コンシューマ向けのスマートフォンアプリケー

ションおよびスマートフォンと連携するシステムを開発するにあたっての留意点や工

夫点について論述する。 
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１．はじめに 

 １．１ 当社の概要  

当社は、愛知、岐阜に基盤を置く民間鉄道会社である名古屋鉄道（株）と、名古屋鉄道

を中心とした鉄道、バス、タクシー、トラック、海運、航空の交通事業をはじめ、不動産、

ホテル、観光、流通などの事業を展開する名鉄グループの情報化戦略を担う企業として

1976 年に（株）名鉄コンピュータサービスとして設立された。設立以来、名鉄グループだ

けでなく、東海地区を中心とした名鉄グループ外企業の IT戦略のパートナーとして成長し、

現在では「開発－運用－利用のワンストップサービス」が提供できる企業として、様々な

領域で数々の実績を残している。 

 

 １．２ 開発の背景  

近年タクシー業界は、企業の経費削減や個人の節約指向などの影響から、利用者の減少

傾向に歯止めがかからない状態が続いている。一方、規制緩和によって新規参入する事業

者が増えるとともにタクシー台数も増加し、供給過剰の状態である。平成 21年にタクシー

特措法1が施行されたことを受けて、減車による供給過剰の是正に取り組んではいるものの、

実車率（お客を乗せて走行する割合）、日車営収（実働１日１車あたりの営業収入）は、

利用者の減少以上に低迷している。そのため、利用者の囲い込みや、新たな利用層の開拓、

旅行者（国内外を含む）の新規利用の拡大などが大きな課題である。 

東京を拠点とするタクシー会社東京無線協同組合も、同様の課題を抱えていた。そこで、

タクシー利用者の利便性を高める方策の一つとして、普及の著しいスマートフォンを活用

したタクシーの配車システムを開発し、サービスとして提供することとなった。 

 

１．３ 東京無線協同組合について  

東京無線協同組合（以下、東京無線という）は、東京都 23区、武蔵野市、三鷹市を営業

区域とするタクシー会社で構成された協同組合である。加盟会社は 62 社（2012 年 6 月現

在）、車両数は 4550 台と、国内最大規模を誇る。2004 年には、タクシー配車サービス向

上のために、業界でもいち早く富士通テン株式会社（以下、富士通テンという）製のデジ

タルタクシー無線自動配車システム（以下、配車システムという）を導入した。 

配車システムは、タクシー車両に搭載されたカーナビゲーションシステムから車両の現

在位置、進行方向、及び乗車状況（空車、迎車中、乗車中など）を、デジタル無線機を使

用してリアルタイムに収集・管理し、利用者からの迎車注文に対して最も早く迎えに行く

ことができるタクシーを手配するシステムである。 

東京無線では、オペレータの電話受付による配車のほかに、電話交換機の IVR（音声自

動応答）機能による自動配車を行っている。こうした、迅速かつ確実な配車で利用者を増

やし、東京地区での配車実績は第１位である。 

 

 

                             
1 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 

（平成二十一年六月二十六日法律第六十四号） 
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１．４ スマートフォンを利用したタクシー配車の概要  

今回開発したタクシー配車システムは、図１に示すように、利用者が手持ちのスマート

フォンにダウンロードした専用アプリケーション（以下、アプリという）を使って、簡単

にタクシーを呼ぶことができるシステムである。 

スマートフォンアプリから注文を可能にすることで、通話料を気にすることなくタクシ

ーを注文することができる。既存利用者にとってメリットであるとともに、電話でタクシ

ーを注文する習慣がなかった若年層への利用拡大が見込まれる。 

また、スマートフォンの GPS 機能を活用することによって、利用者が簡単かつ正確に自

分の場所を伝えることが可能となる。これによって、旅行や出張などで住所がわからない

場合や、目印となる建物がなく電話では説明しづらい場所にも簡単にタクシーを呼ぶこと

ができる。 

GPS GPS

アプリ 配車システム デジタル無線 タクシー
 

図１ スマートフォンを利用したタクシー配車の概要 

 

２．システムの概要 

タクシー配車システムは、アプリと、アプリとのデータ通信を行うシステム（以下、受

注サーバ）、受注サーバと配車システム間のデータ連携を行うシステム（以下、AVM 中継

サーバ）、配車システム（AVMシステム）の４システムから構成される。 

当社はアプリと受注サーバの開発を担当し、富士通テンが AVM 中継サーバと AVM システ

ムの開発を担当した。システム構成を図２に示す。 

 

当社担当範囲 富士通テン担当範囲

WEBｻｰﾋﾞｽ

アプリ 受注サーバ
AVM中継
サーバ

AVMシステム

Socket
クライアント

Socket
リスナー

SOAP1.1 
over https Socket通信 独自プロトコル

 

図２ タクシー配車システム システム構成 
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アプリは iPhone2及び Android3の 2 つのプラットフォームを対応範囲とした。各プラッ

トフォームの対象 OS、対象機種を表１に示す。 

 

表１ 対象機種 

プラットフォーム 対象 OS 対象機種4 

iPhone iOS4.3 以上 iPhone3GS、iPhone4 

Android Android1.6 以上 GALAXY SⅡ、Xperia arc など全 10 機種 

 

２．１ アプリケーションの機能  

今回開発したアプリの機能を、表２に示す。 

 

表２ 機能一覧 

機能 概要 

シンプル注文 利用者が指定した場所に、タクシーを１台呼ぶ機能。指定した場所

またはスマートフォンの GPS 機能で取得した位置情報がタクシー会

社の営業区域外の場合、タクシーの注文ができない機能を有してい

る。 

詳細注文 地図で指定した場所（住所）に、台数や付け場所（運転手に伝える

詳細説明）、車両の種別なども指定してタクシーを呼ぶ機能。 

履歴表示 過去に注文した内容や、注文中のタクシーの状況を表示する機能。 

車両追跡 注文したタクシーが、現在どこを走っているかを表示する機能。 

周辺車両表示 現在地から半径 500ｍ以内にいる乗車可能なタクシーを表示する機

能。 

各種設定 名前や電話番号、利用規約への同意を設定する機能。 

 

３．デベロッパー登録とアプリ申請手順 

本開発では、アプリ開発も含め、通常のシステム開発と同様に、１．企画、２．設計、

３．開発、４．試験、５．リリース の順に実施した。 

加えて、顧客名義のアプリをストア5からリリースするために、各プラットフォームのデ

ベロッパー登録やアプリ申請準備など、通常のエンタープライズ向けシステム開発にはな

いタスクを並行して実施した。iPhone アプリをリリースする場合には、Apple による審査

が必要なため、開発スケジュールは審査期間を考慮する必要がある。 

以下に、顧客名義でアプリをリリースするためのデベロッパー登録及びアプリ申請の流

れとポイントを述べる。 

 

 

                             
2 「iPhone」並びに「App Store」は、Apple Inc.の商標である。 

3 「Android」並びに「Google」は、Google Inc.の商標である。 

4 表１の機種は、東京無線の要請により動作を確認した機種である。iOS4.3 以降、Android1.6 以降の

端末であれば、本アプリは対応している。 

5 スマートフォンアプリを一般向けに販売、管理するオンライン上の店舗。iPhone の場合 App Store、

Android は通常 AndroidMarket(現在は GooglePlay に名称変更)を指す。 
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１． iPhoneデベロッパー登録とアプリ申請の流れ 

(１) iOS Developer Programの購入申し込み 

App Storeからアプリをリリースするには、Appleの iOS Developer Program

の購入が必要である。顧客名義でリリースするためには、iOS Developer 

Programの購入時に顧客名義で申請する。 

(２) Appleによるレビューと承認 

法人向けライセンスに申し込んだ場合、Appleが事業者の存在確認を行う。そ

のため、申し込み時に DUNS番号6を記入するか、登記簿謄本など法人名、住所

が確認できる書類のコピーを FAX で Apple に送信する必要がある。FAX の場合、

国際電話に対応していない FAX機もあるため注意が必要である。 

本開発では、東京無線が DUNS番号を所持していなかったため、登記簿謄本のコ

ピーを FAXで送信した。FAX送付から承認されるまで約３～５日の期間を要し

た。また、承認の手続きの一環として、法務責任者に対して Apple から電話確

認があるため、法務責任者に協力を仰ぐことが必要である。（確認電話は日本

語で会話できる。） 

(３) ライセンスの購入 

ライセンスの購入は、App Storeから行う。決済方法は、クレジットカード／

銀行振り込み（前振り込み）／法人向け後払いから選択可能であるが、本開発

では、銀行振込（前振り込み）を選択した。 

なお、iOS Developer Programのライセンスの有効期限は１年間である。有効

期間が終了する 1カ月ほど前に Appleから更新の連絡がメールで送られてくる

ため、顧客への働きかけが必要である。 

(４) iTunes Connectからアプリ申請項目の登録 

ライセンスの購入が終わると、iTunes Connectというアプリの管理サイトへロ

グインが可能になる。App Store内で利用可能な“アプリケーション名”は全

世界でユニークである必要があるため、“アプリケーション名”が既に決まっ

ている場合にはアプリケーション名を確保するために、アプリが完成していな

くとも事前に登録しておくと良い。 

(５) アプリの申請と審査 

アプリの申請は、事前に iTunes Connectでデータの登録直前まで必要事項を登

録しておき、開発ツール「XCode」から直接実行形式ファイルを送信し行う。

Appleの審査基準は公になっていないが、日本以外の場所で日本人ではない人

が審査することを考慮する必要がある。また、審査員とのやり取りは、アプリ

の使用方法の提示も含めてすべて英語で行うので、早めに準備しておくことが

肝心である。 

本開発では審査期間を約１カ月と想定し、リリース日を決定した。新規アプリ

をリリースする際には、一度は申請を却下されるものと想定し、２週間～３週

間の余裕を持たせるべきである。（以下、Appleに公開申請を却下される事を

                             
6 DUNS（ダンズ）番号とは、アメリカの D&B 社が管理する企業コードの付与管理システム、並びに

同システムによって各企業に付与された企業コードの名称である。 
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「リジェクト」と表記する。） 

 

２． Androidデベロッパー登録とアプリ申請の流れ 

(１) Android Market7の Android Developerへ申し込み 

Android Marketからアプリをリリースするには、Android Developerライセン

スの購入が必要である。顧客名義でリリースするためには、申し込み時に顧客

名義で申請する。なお、Android Developerのデベロッパー登録は法人向けと

個人向けの違いはない。 

(２) ライセンスの購入 

ライセンスの購入は、Google Checkoutから行う。決済方法は、クレジットカ

ードのみである。個人用クレジットカードでも決済は可能であるが、本開発で

は安全のため法人名義のクレジットカードの使用を東京無線に依頼した。 

(３) アプリ申請 

ライセンスの購入が完了すると、Android Developer Console というアプリの

管理サイトへログインが可能となる。 

アプリの申請は、Android Developer Consoleから開発用 PCで作成した実行形

式ファイルをアップロードして行う。アプリをアップロードした直後は非公開

状態になっており、公開前にアプリを利用可能な端末数や機種を確認すること

ができる。アプリ申請後、約２時間で Android Marketに公開された。 

 

４．設計時の工夫点 

本章では、操作や画面レイアウトを含めたユーザインターフェースの設計と、内部処理

の設計、機能以外で考慮した事項の３点について述べる。 

 

４．１ ユーザインターフェース設計の工夫点  

スマートフォンのユーザインターフェース（以下、UI という）は、デバイスの特性や一

般的な操作方法を踏まえて設計する必要がある。特に iPhoneは Appleからユーザインター

フェースガイドラインが公開されており、大きく逸脱するとアプリ申請がリジェクトされ

る懸念があるため、ガイドラインに沿った設計が肝要である。 

本節では、本開発で実施した UIの工夫点を述べる。 

 

４．１．１ Android と iPhone ユーザインターフェースの統一  

本開発の iPhone アプリは、標準的な iPhone アプリのタブ8操作による画面遷移を行う

UIとした。提案当初は、Androidのデバイス特性を考慮した UIであったが、東京無線と協

議の結果、Androidアプリについても iPhoneと同様の UIにした。 

Android 特有のデバイスキーのうち、メニューキーを無効、バックキーを有効に設定し、

                             
7 Android Market は 2012 年 3 月 7 日から名称が Google Play に変更されているが、開発当時は

Android Market であったため、本論文では Android Market と記述する。 

8 画面下部に画面の切り替えボタンが並ぶユーザインターフェース。常に一覧できるようになっている

ため、他の画面を呼び出すのが簡単という特長がある。 
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基本的な操作は iPhoneと同様に画面タップのみとした。 

Android ユーザにとっての使い勝手などを考慮すると賛否両論あると思うが、UI を

iPhone と揃えたことで、動作仕様を統一でき、東京無線への確認も 1 度で済んだ。東京無

線からは、画面を見ただけで機能が理解でき、使いやすいと高い評価を受けた。 

 

４．１．２ 「３タップ注文」の実現 

当初の設計では、注文の都度、詳細な情報を入力してから注文する画面遷移を想定して

いたが、東京無線から「より少ないタップ数で注文したい」との要望と、「ほとんどの利

用者が今いる場所に 1台タクシーを呼んでいる」との情報を頂いた。 

そこで、今いる場所にタクシーを１台すぐに呼ぶ「シンプル注文」機能を追加し、アプ

リを起動してから 

１．[拡大して場所を指定する]ボタンをタップ 

２．[すぐにタクシーを１台呼ぶ]ボタンをタップ 

３．[注文]ボタンをタップ 

の３タップでの注文を実現させた。シンプル注文の画面遷移を図３に示す。少ないタッ

プ数でタクシーの注文が可能であることは、本アプリの大きな特長である。 

 

①1タップ目
地図縮尺を拡大

②２タップ目

現在地にタクシー
を1台呼ぶ

③３タップ目
確認メッセージ

【起動直後】 【注文完了】

 

図３ シンプル注文画面遷移 

 

４．２ 内部処理設計の工夫点  

本システムでは、アプリとサーバとのデータ連携が必須であったため、どのようにテス

トを行うかが大きな課題であった。また、スマートフォンにはネットワークが不安定とい

う特徴があり、注文中に回線が切断してしまった場合のリカバリ方法を考慮する必要があ

った。 

本節では、上記課題を考慮し、本開発で実施した内部処理方法を説明する。 

 

４．２．１ アプリ処理と配車処理の分離 

システムの基本設計について、当初図４の方式を考えていた。 
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AVM中継サーバ受注サーバ

Socket
連携
ｻｰﾋﾞｽ

WEB
ｻｰﾋﾞｽ

Socket
連携ｻｰﾋﾞｽ

①SOAP
②メッセージによる
プログラム連携

⑤メッセージによる
プログラム連携

③ソケット通信

④ソケット通信⑥SOAP

処理方式
①アプリからリクエストをWEBサービスで受信
②受注サーバでメッセージングによるプログラム連携を行い
③AVM中継サーバに電文を送信
④結果をAVM中継サーバから受信
⑤受注サーバでメッセージングによるプログラム連携を行い
⑥WEBサービスから結果をアプリに返す

アプリ

 

図４ システム基本設計当初案 

しかし、 

 動作確認や単体テストをするために、本体プログラム以外のスタブやドライバが必

要であり、テストのためのプログラムを作成する工数が必要となる 

 処理結果を保存できないため、不具合発生時に原因箇所を特定するのが難しい 

 

などの問題が発生することに気が付いた。 

 

そこで、スマートフォンからリクエストを受け付け、処理の結果をスマートフォンに返

す「WEB サービス」部と他社製の配車システムと電文を受け渡しする「Socket 連携サービ

ス」部との間に DB をはさみ、電文のやりとりを、DB を介して連携する仕組みに変更した。

（図５参照） 

AVM中継サーバ受注サーバ

Socket
連携
ｻｰﾋﾞｽ

WEB
ｻｰﾋﾞｽ

Socket
連携ｻｰ
ﾋﾞｽ

①登録
Ⅱ．電文送信

Ⅲ．電文受信

処理方式
①アプリから登録のリクエストをWEBサービスが受信
②WEBサービスはメッセージをDBに書き込み、一旦レスポンスをスマートフォンに返す
③スマートフォンから問合せのリクエストをWEBサービスが受信
④WEBサービスはDBからメッセージを読み込み、⑤結果をスマートフォンに返す
Ⅰ．ソケット連携サービスはDBを定期的に確認し、
Ⅱ．変更があったら電文をAVM中継サーバに送信
Ⅲ．結果がAVM中継サーバから帰ってきたら、Ⅳ．DBに書き込む

DB

②DB書込 Ⅰ．DB読込

③問合せ

④DB読込

⑤結果取得

Ⅳ．DB書込

アプリ

「WEBサービス」
部

「Socket連携
サービス」部

 

図５ システム基本設計 
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図５のシステム設計に変更したことによって、以下４点のメリットを得ることができた。 

 DB が中間に入って電文を中継するため、「WEB サービス」部と「ソケット連携サー

ビス」部の役割を単純化することができた 

 DBを介して処理を行うため、ドライバやスタブの作成が減った 

 電文が DBに保管されているので、不具合が発生した時も原因箇所を特定しやすくな

った 

 「WEB サービス」部、「ソケット連携サービス」部の単体テストを互いに依存する

ことなく、単独で実施することができ、単体テストレベルの品質を向上させること

ができた結果、結合試験時の手戻りが少なくなった 

 

４．２．２ バックグラウンドによるデータ同期 

スマートフォンで注文してから注文完了の応答が返ってくるまでに、一部オペレータの

操作が介入する場合もあることから、30 秒～最大２分程度の時間を要する。また、電波状

態がよくない場所での利用や、移動しながらの利用などスマートフォンの利用環境は多様

であり、注文指示をしてから注文完了の応答が返るまでの間にネットワーク回線が切断さ

れる事は容易に想定できた。 

そこで、通常の画面操作の処理とは別に、バックグラウンドで定期的にサーバに問い合

せを行い、配車結果が取得できていない注文の配車状況を同期する処理を作成した。これ

により、たとえ注文途中に一時的にネットワーク回線が切断され、スマートフォンの画面

上は完了していないように見えても、ネットワークが回復した時点で利用者に配車完了を

通知することが可能となった。 

 

４．３ リリースアプリの管理／制御の工夫点  

スマートフォンアプリの特徴として、一度リリースしダウンロードされてしまったもの

は、アプリ提供者側からはコントロールできないことが挙げられる。そのため、アプリに

不具合があった場合に修正アプリを公開しても、アップデートは利用者の意思に依存して

しまう。しかし、次項以降で述べる機能をスマートフォンアプリに組み込むことで、リリ

ース済みのアプリを強制的に利用不可にしたり、強制的にメッセージを通知したりするな

どの制御が可能となる。 

 

４．３．１ 管理用情報の収集 

アプリの管理方法として、本開発では起動時にスマートフォンの OSバージョンとアプリ

のバージョンを収集する機能を実装した。これにより、以下の３点が可能となった。 

 利用者がアプリを起動した最終時刻を個別にサーバ側で把握することができ、トラ

ブル時において調査の手がかりとすること 

 利用者が所持するスマートフォンの OSバージョンの分布状態が把握でき、アプリが

対応する OSバージョンの判断材料とすること 

 アプリのバージョンの分布状態を把握すること 

 

管理するためには端末を特定するキーを収集する必要がある。スマートフォンのユニー
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クキーとして、iPhone には UDID、Android には Android ID または IMSI という番号が取得

可能であるが、不正にプライバシー情報を収集しているという疑念をアプリ利用者に抱か

せる恐れがあった。そのため、本開発ではインストール後の初回起動時にサーバでユニー

ク番号を発行し、アプリに記憶させる仕様とした。なお、本方式では、アプリを一旦アン

インストールし、再度インストールすると別の番号が付番されることが欠点であるが、そ

のような操作をする利用者は稀であると判断し、本方式を採用した。 

 

４．３．２ 制御機能の作成 

４．３．１項で収集したユニーク番号と OSバージョン、アプリバージョンを利用してサ

ーバ側から何らかのアクションを発信することができる。本開発では、古いバージョンの

アプリを使用している利用者に対し、最新バージョンへバージョンアップを促す通知メッ

セージを表示させる機能を実装した。そのほか、 

 特定バージョンを使用しているアプリを強制的に利用不可にする 

 OSの種類、バージョンによってサーバ側の動作を変更させる 

 

などの制御も可能となった。 

 

４．４ アプリ審査時の考慮点  

今回開発したアプリは、位置情報を使用し東京無線の営業地域でしか主となる操作が行

えない仕様である。しかしながら、iPhone アプリは Apple 社が所在する米国内で審査され

る。そのため、アプリケーションの動作が確認できないなどの理由により、リジェクトさ

れる懸念があった。 

そこで、利用者が設定する「電話番号」と「氏名」に特定な値（以下、テスト用アカウ

ント）を設定すると、アプリケーションを操作する場所に関わらず、すべての機能を利用

可能とする仕組みをアプリに組み込んだ。 

さらに、アプリの操作を撮影したビデオを YouTube にアップロードし、ビデオの URL を

審査担当者に伝えた。これにより、Appleの審査も無事パスすることができた。 

 

５．プログラム製造時の問題点と対応策 

プログラム製造時には、スマートフォンの位置情報サービスの調整や、外部 API の挙動

不正などに苦慮した。 

本章では、プログラム製造時に発生した具体的な問題と、その対応策を記す。 

 

５．１ 位置情報サービスの精度について  

スマートフォンの位置情報サービスから取得する位置情報の性質を正確に理解し、それ

らを考慮した制御をアプリケーション側で行う必要がある。本開発の最後まで頭を悩ませ

た問題が、位置情報サービスの精度であった。 

 

５．１．１ GPS の取得方法 

スマートフォンの位置情報サービスは、GPS、公衆 Wi-Fi アクセスポイント(Wi-Fi 基地
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局)、携帯電話通信網の基地局（３G 基地局）の位置情報を利用して、おおよその現在地を

検出している。 

Wi-Fi基地局及び３G基地局を利用した測位方法は、基地局の緯度経度情報とやり取りに

要する時間を基に距離を測定し、複数基地局から同心円を描いて重なった部分を現在位置

と判定する。重なり合った面積が広いほど誤差が生じ、100m 単位の誤差が発生する場合も

あるが、GPSよりも早く取得できることがメリットである。理論的には、Wi-Fiの電波のカ

バーエリアの方が３G 基地局よりも狭いため、Wi-Fiの位置情報の方が精度が高いことにな

るが、Wi-Fi 基地局の位置情報は基地局の移動などにより実際の位置とは大きくずれた結

果を示すことがある。 

GPS による測位方法は、スマートフォン内部に組み込まれている GPS センサーが GPS 衛

星から発信された電波を基に現在位置を推測する。衛星や現在地のポイントによっては最

大約 10m の誤差が生じる。また、GPS はその性質から、干渉物が沢山あると正確に表示さ

れない場合があり、特に都心部の高層ビルの谷間などでは大きく位置がずれる。測位精度

については端末やネットワークによってばらつきが大きく、場所や時間帯によっては相当

な時間が経過しても正しい位置が取得できない場合もある事を認識しておく必要がある。 

一般的にアプリから位置情報サービスを使用して現在地を取得する場合、位置情報サー

ビスを利用するインスタンス9を一つ作成する。当該インスタンスには、GPS、Wi-Fi、３G

のどの測位方法からも位置情報が更新されるたびに通知が発生するため、一定の処理速度

と精度を確保するためにはアプリが位置情報結果を制御する必要がある。 

本開発で実際に測定したところ、Wi-Fi、３G による測位は GPS による測位よりも早く取

得することができるが、精度は GPSの方が Wi-Fi、３Gによる測位値よりも高いという結果

を得た。そのため、本アプリでは位置情報取得開始直後は Wi-Fi または３G による測位値

を利用し、GPS の測位精度がある程度向上した時点で GPS からの位置情報に切り替え、そ

の後は Wi-Fi、３Gからの通知は無視する処理を導入し、一定の処理速度と精度を確保した。 

 

５．１．２ Android の位置情報取得 

本開発では、契約時に申し合わせた対応機種を取り寄せ、実機を用いて数箇所の地点で

測定したところ、機種により違いがあるが、概ね５秒から 10秒でタクシー注文に耐えうる

位置情報が取得できることが分かった。 

そこで、位置情報の精度が高まるまで起動画面を 10秒程度表示させてから地図を表示さ

せることで、利用者の現在位置を概ね正しい場所に表示させることができた。 

 

５．１．３ iPhone の位置情報取得 

iPhone は Android に比べ、端末による精度のばらつきが少なく、Android よりは短時間

で正確な位置情報を取得できる。しかしながら、起動直後に表示される地図が、現在位置

から数 10m～数 100m ずれた場所に表示される現象が多く発生した。 

原因は、iPhone が Android のように起動画面の表示時間が調整できないために、精度の

高い位置情報を取得するのに十分な時間が確保できず、位置情報の精度が低い状態で地図

が表示されてしまうためであった。 

                             
9 オブジェクトを実体化してメモリ上に展開することをインスタンス（インスタンス化）という。 
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本開発では、起動直後に可能な限り正確な位置に地図を表示させるため、地図を表示さ

せた直後に「位置情報を取得しています」メッセージを表示して画面操作を不能にした。

メッセージ表示中に位置情報を取得し続け、精度が 50ｍ以下になってから地図を表示させ

る仕様に改善した。改善後の画面遷移を図６に示す。 

 

■起動 ■前回の地図
または、新宿駅の場所

位置情報を取得しています

直ちにメッセージを
表示

高い精度の位置に地図の
中心を移動

起動

 
図６ iPhone位置情報取得の改善策 

 

５．２ 住所の取得について  

今回開発したアプリは、営業区域を緯度・経度情報から住所に変換して判定している。

緯度・経度情報から住所を所得するには、Googleマップ APIを使用している。 

しかし、Android 端末では、住所取得処理が失敗しやすいことと、Google マップ API か

ら住所が取得できない（Google に住所が登録されていないものと想定される）地点がある

ことが判明した。 

緯度・経度の営業区域判定及び住所取得については、ポリゴン情報10によるエリアの判

定や、Googleマップ以外を使用する方法も含め、現在も改善検討中である。 

 

６．テスト／試験の内容と留意点 

本開発では、１．システム動作のテスト、２．端末の機種別テスト、３．運用試験、４．

モニター試験を行った。 

本章では、各試験で実施した内容及び留意点などを述べる。 

 

６．１ システム動作テスト  

システム動作のテストは、通常のシステム開発と同様、単体テスト、システム結合テス

ト、システムテストを行った。 

スマートフォンの単体テストについては、品質確保を目的に Unitテストツールなどの利

用も検討したが、結論としては Android 向けアプリで一部のプログラムに適用した以外、

                             
10 緯度経度を頂点とする多角形で、領域の輪郭を表現した情報。 
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テストツールを使用したテストは実施せず、網羅的なテストケースを作成し、端末上で操

作しながらテストを行った。 

現在無償で利用できる Unit テストツールでは、MVC モデルの M 部分に適用する Unit テ

ストと、画面に対して行う Unitテストが実施できる。しかし、設定が複雑で効果的なテス

トにならない事、テストツールの情報及び経験が不足しており時間的余裕がない事から、

本開発への採用は見送った。なお、スマートフォンアプリのテストについては、Unit テス

ト以外にも、予め作成されたテストパターンにしたがって、ロボットが実際に操作したり、

画面操作を信号で送って疑似的に操作させたりするツールが有償で提供され始めている。 

 

６．２ 端末の機種別テスト  

本開発で対応する iPhone の 2 機種及び、Android の 10 機種の動作試験を行った。動作

試験では、OS バージョンによって利用できない機能が使用されていないか、ディスプレイ

解像度の違いによる画面レイアウトの崩れがないかなどの観点から、全機能を操作し確認

した。 

 

iPhoneの機種別テストで発生した問題点と対応策を表３に示す。 

iPhone3GS と iPhone4 は、ディスプレイの解像度は異なるが、OS バージョン、画面サイ

ズは同じである。そのため、端末の違いによるレイアウトや動作への影響はないものと考

えていた。しかし、実際にテストを行った結果、異なる見た目や動作をする場合がある事

がわかった。 

表３の No.３に記載したメモリーリークについては、開発工程終了後に開発ツール

「Profile Leaks」を使用してメモリーリークやメモリの解放漏れがないかを確認する手順

を追加し、予期せぬ不具合を事前に防ぐ対策を講じた。 

 

表３ iPhone機種別テスト結果 

No. 問題点 対応策 

１ 標準テーブルセルの色が異なる。 iPhone標準の部品仕様によるものであり、違

和感を覚えるものではなかったため、そのま

まとした。 

２ ＷＥＢページのキャッシュ動作が異なる。 常にキャッシュをクリアする処理を追加した。 

３ OSバージョンアップにより、メモリーリーク

が発生しアプリが強制終了してしまう。 

メモリーリークの原因を修正した。 

 

Androidの機種別テストで発生した問題点と対応策を表４に示す。 

Android は機種によって画面のサイズ、ディスプレイ解像度、OS バージョン、利用可能

なデバイス機能が様々である。今回開発したアプリは、デバイスに依存する機能がない事、

最も古い OS バージョンである Android1.6 の開発環境で構築し、新しいバージョンでも下

位のバージョンと互換性のある機能のみを使用して構築していた事から、動作において問

題は無かった。 

しかし、画面レイアウト及び GPS 機能は端末によるばらつきが多く発生した。顧客には

Androidは機種に依存する事を理解してもらえるよう、働きかけが必要である。 
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表４ Android機種別テスト結果 

No. 問題点 対応策 

１ Andorid1.6 の端末で画面サイズが小

さすぎ、文字のレイアウトが崩れた。 

文字数を減らして正常に表示できるよう対応し

た。 

２ 端末によって文字フォントを自由に変

更することができる。フォントによっては

レイアウトが崩れてしまう場合がある。 

本開発では Android標準フォントで機種別テスト

を確認した。利用者や端末メーカーが設定した

独自フォントによっては画面レイアウトが崩れる場

合がある事を東京無線に説明し、理解していた

だいた。 

３ 端末によって、位置情報取得の精度

が異なる。 

対応機種 10種の動作をまとめ、東京無線に説

明し、理解していただいた。 

 

６．３ 運用試験  

運用試験では、東京無線に協力をいただき実際にアプリからタクシーを呼び、オペレー

タ操作の流れや、タクシーが実際に迎えに来るまでの流れを確認した。同時に、タクシー

乗務員に対して、車載器の表示や、カーナビゲーションシステムの位置情報表示関して不

具合がなかったかをインタビューし、運用上問題がないことを確認した。 

また、今回のアプリは GPS や地図を活用するものであったため、実際に表５に示す東京

無線の営業区域内を移動しながら、営業区域内でタクシーが正しく注文できることや、営

業区域の境界、配車が禁止されている場所でのアプリの動作確認など、利用者が本アプリ

を利用する実際のパターンを想定して試験を行った。 

 

表５ 運用試験を実施した地点 

No. 地点 テスト観点・備考 

１ 東京都新宿区 時間貸し駐車場 東京無線配車センターの近く 

２ 東京都文京区 時間貸し駐車場 東京大学近く 大学構内で注文 

３ 東京都江戸川区 ショッピングモール 配車できない確率が高い地域 

４ 東京都江戸川区  時間貸し駐車場 千葉県との県境（江戸川区側） 

５ 千葉県浦安市当代島 時間貸し駐車場 千葉県との県境（千葉県側） 

６ 埼玉県草加市谷塚上町 パチンコ店 埼玉県と足立区との境界 

７ 東京都杉並区 時間貸し駐車場 配車が多い地域 

８ 東京都西東京市新町 コンビニ 武蔵野市と西東京市、小金井市の

境界 

９ 東京都三鷹市中原  時間貸し駐車場 三鷹市と調布市の境界 

10 神奈川県川崎市高津区 時間貸し駐車場 世田谷区と神奈川県との境界 

11 東京都大田区 時間貸し駐車場 電波状態が悪い地域 

12 東京都中央区 飲食店 配車禁止場所 

 

６．４ モニター試験  

最終確認として、東京無線の関係者にアプリを利用してもらうモニター試験を約２週間

行った。モニター試験では、筆者を含む開発メンバーでは気づけない視点からの意見や、

様々な利用状況で使用した際の意見が寄せられた。これを基に５.１.３項に示した位置情

報取得方法の変更など、有効な改善を行うことができた。寄せられた主な意見を表６に示

す。 
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表６ モニター試験で寄せられたご意見 

カテゴリ ご意見 

起動後の画面表示

について 

・起動直後に表示される地図縮尺が詳細過ぎ、現在地が確認しづらい。

もう少し広域で表示し、自動的に拡大させる動作ではどうか 

住所取得について ・番地まで取得できない 

・建物名まで取得したい 

・特定の場所で、エラーが表示される 

画面表示について 

 

・車両追跡画面をすぐに確認したい 

・到着予定日時をもっと目立たせてほしい 

・カナ氏名入力画面に記入例がほしい 

・利用規約に矛盾点がある 

機能について ・料金検索機能がほしい 

・メールなどによる通知機能がほしい 

 

７．アプリのリリース手順 

本開発では、アプリケーションのリリースに際し、iPhone アプリと Android アプリのリ

リースを同日にする必要があった。前述のとおり、iPhone アプリのリリースには Apple に

よる審査期間が必要となる。 

本開発では、経験者の体験談などの情報から、余裕をもって審査期間を１か月と想定し、

リリース日を決定した。実際には、審査中、数回 Apple 社とのやりとりがあったものの、

約２週間で審査を完了することができた。 

本章では、リリースに関して実施した内容を述べる。 

 

７．１ リリース管理  

アプリをリリースするにあたって、バージョンアップなどを含んだ継続的な管理が必要

となる。そのため本開発では、バージョンやリリース日、システム上のバージョン番号、

リリースしたソースコードが管理できる管理表を作成した。また、リリースする度に開発

用設定情報から本番用設定情報へ変更と申請事項の登録が必要となるため、申請チェック

リストを作成し、必ず２人でチェックしながら申請する手順を確立した。 

 

７．２ リリース確認用端末の準備  

アプリを申請する際、プログラムのパラメータを開発用設定情報から本番用設定情報へ

変更する。今回開発したアプリは東京無線の営業区域内に実際に居なければ動作しない仕

様となっている。申請用実行形式ファイルを作成した後、変更した設定情報が正しいこと

を確認する必要があるが、リリースの度に当社が所在する名古屋から東京に赴くには費用

と時間がかかりすぎる。本開発では、端末のロケーション情報を疑似的に生成するツール

を利用し、疑似的に端末が営業区域内に存在する状態にして確認することとした。そのた

め、このツールをインストールしたリリース確認用の専用端末を用意した。 

 

７．３ アイコンについて  

スマートフォンアプリにおいては、アプリの顔となるアイコンが大変重要である。 

本開発でアプリをリリースした後、App Store の“おすすめ”に取り上げられた。App 
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Store のおすすめに取り上げられる基準は公になっていないが、東京無線の知名度などと

ともに、アプリのアイコンが影響しているのではないかと推測している。 

アプリのアイコンは東京無線の社名表示灯11をモチーフにデザイン化した。当初は、東

京無線の会社ロゴをモチーフに開発メンバーが作成していたが、そのままでは目立たない

と考え、東京無線と協議のうえ、アイコンのデザインをプロのデザイナーに依頼した。そ

の結果、当初に作成したアイコンよりも東京無線のアプリであることがわかりやすく、か

つ印象も垢抜けたものとなった。このことが App Store の“おすすめ”に取り上げられた

要因の一つとなったと考えられる。 

 

７．４ アプリのリリースとサービスの開始  

東京無線の本サービスは、2012年 2月末に先行サービスを開始し、2012年 4月に本格サ

ービスを開始した。サービス開始に合わせて、プレス発表を行ったところ、各方面から問

合せを受け、非常に関心が高いサービスである事を、改めて認識した。サービス開始から

現時点（平成 24年 8 月）まで約４ヶ月が経過したが、現在でもコンスタントにアプリがダ

ウンロードされている。また、実際に本アプリを利用した配車注文件数も、月を追うごと

に増加している。しかしながら、東京無線全体の配車件数からすると、まだ十分な数字を

出しているとは、言い難い状況である。 

ダウンロード件数や配車件数を増やすための施策として、アプリのチラシを飲食店と共

同で作成しタクシー内や飲食店で配布したり、スマートフォン販売会社が提供するプリセ

ットサービス12に本アプリを追加してもらうなどを検討中である。 

 

８．終わりに 

 ８．１ 本開発を通して学んだこと  

本開発を通して筆者が学んだ、コンシューマ向けスマートフォンアプリを開発する上で

の重要なポイントを３点述べる。 

 

１．一度リリースしたものは取り返せない 

今回最も意識したことであるが、スマートフォンアプリは、一度リリースしダウン

ロードされてしまうと取り消しができない。そのため、アプリに不具合があったとし

ても、アップデートは利用者の意思に依存し、アプリ提供者側からはコントロール不

能である。その点を意識し、提供者側からコントロールができる仕組みを考慮してお

くことが大切である。 

２．見た目の印象を考慮する 

スマートフォンアプリは、機能とともに見た目が重要である。美しいデザインが施

されたアプリは触っていて楽しく、受ける印象も良いものとなる。文字フォントの微

妙な大小、線の細さ、色味などの工夫だけでも、よい印象を与えることができる。技

術者は、機能の作りこみに注力してしまい、見た目の検討を軽視してしまいがちだが、

                             
11 タクシーの屋根の上に設置されている表示灯。俗にあんどんと呼ばれる。(wikipedia から出典) 

12 顧客の要望に応じた各種アプリケーションのインストールや端末設定などの個別設定を、納品時にス

マートフォン端末本体にあらかじめセットして販売するサービス。 
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配置場所を１ミリずらす、余白を作るなどで見違えるように印象が変わることを意識

すべきである。 

３．利用される環境が多様である 

アプリは機種、OS バージョン、ネットワークなど環境が多様である。できうる限り

あらゆる環境・端末でテストすることが重要である。インストールした後、初めて起

動したときに正常に動作しなければ、そのアプリは、二度と利用はされないというこ

とを強く意識すべきである。 

 

８．２ 今後のスマートフォンを利用したタクシー配車サービスについて  

本開発では、タクシーを注文するための必要最低限の機能を実現した。これからは、 

① タクシー利用者の利便性を高める機能 

② タクシー会社の収益増につながる機能 

を充実させていくことが重要である。具体的に検討している機能を、表７に示す。 

 

表７ 検討中の拡張機能 

No. 検討中の拡張機能 

１ 目的地（行き先）を注文時に指定する 

２ 出発地と目的地から概算料金がわかる 

３ 全国どこからでも最寄りのタクシー会社のタクシーを呼ぶことができる 

４ 日本語以外の言語への対応 

５ 飲食店など他サービスと組み合わせた新サービスの提供 

 

表７のいくつかは既に開発に着手している。私どもメイテツコムは、今後もタクシー会

社とタクシー利用者双方にとって有益なサービスの提供を継続していく所存である。 


