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ナビタイムジャパンの大西と申します。今日は当社の概要

と「NAVITIME」サービスの紹介をさせていただきたいと思

います。

当社は携帯電話のナビゲーションサービスを開発してサー

ビス提供していますが、私自身大学のころから24年間、カー

ナビができる前からずっと経路検索に取り組んでまいりまし

た。今日その成果がようやく携帯電話というプラットフォー

ムの上で実ってきたような感じです。

現在は、約400万人のユーザーに「NAVITIME」というサ

ービスを使っていただいています。これが一番中心のビジネ

スモデルで、ドコモ、au、ソフトバンクなどで「NAVITIME」

の会員がコースの内容によって月額210円か315円の定額を

お支払いいただければ、何回御利用いただきましても、この

金額は変わりません（図1）。

我々の経営理念は経路探索エンジンの技術で世界の産業

に奉仕することで、あくまでもこの「経路探索エンジン」と

いう経路検索に基づいたビジネス展開を行っています。ナビ

タイムジャパンにはジャパンという社名がついています。こ

れは設立した2000年当初、サービス産業やソフトはほとんど

海外から来ていたので、何とか日本から海外に発信できるよ

うなサービスを考案し、ナビゲーションの技術で世界のデフ

ァクトスタンダードを目指すということを表したもので、今

でもその方向で全社一丸となってやっております。海外で利

用されるときに日本発のサービスだと分かるように社名にジ

1．「NAVITIME」の生い立ちと経営理念 ャパンとつけておりますが、外資系ではありません。

私自身は上智大学の電気電子工学科で、研究が面白くて

最終的に博士課程まで進みました。研究テーマは、大規模

道路ネットワークデータにおける経路探索のアルゴリズムで

す。大規模道路とは何かというと、私の学生当時は日本全

国の道路が大規模道路のネットワークと言われており、日本

の道路は各交差点から交差点を一本の道路と考えると、約

2000万本あります。その2000万本の道路の組合せの最短ル

ートを求めるシステムを、当時はメモリが300kByteしかない

NECのPC98を駆使して考案し、博士号を取得しました。

（株）大西熱学という会社は、祖父が開業して父が社長を

やっていました。今では創業65年ぐらいの古い会社です。こ

の会社自体は特殊空調と言って、例えば南極あすか基地の

暖房や、逆に東京に南極の環境を作るような南極展など、

だれもやったことのないような空調を製造している特殊な会

社です。その中の社内ベンチャーとして1996年に経路探索を

使ったビジネスを始めました。このときは私と、学生のころ

から一緒に研究している副社長の菊池　新と二人でやってい

ました。2000年に（株）大西熱学から分社化をしますが、こ

の時点でまだ社員は5人です。ただ、1998年ごろから携帯電

話はPDA方式が、99年にはiモードやezwebが始まり、このこ

ろから（株）大西熱学の経路探索エンジンは携帯電話アプ

リのほぼ業界標準になりました。99年ごろからは海外のノキ

アやエリクソンも（株）大西熱学を訪問するようになり、経

路探索のビジネスでは業界標準になりつつありました。この
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株式会社ナビタイムジャパン　代表取締役社長 大
おお

西
にし

啓
けい

介
すけ

EZナビウォーク 

EZナビウォークは 
KDDIとナビタイムが 
協業で提供しており 
NAVITIMEと同じように 
御利用いただけます。 

メニュー/検索 

乗換/地図/交通 

地図・ナビゲーション 

メニューリスト 

S!GPSナビ 

地図 

アプリキー I Menu Yahoo!ケータイ 

2001年12月 2002年8月 2002年12月 

エリア＆グルメ 

地図 

公式サイト 

2006年12月 

NAVITIME 
無料、月額210円（税込）・315円（税込） 

2003年10月 2008年3月 

ニュース・情報 

地図・ナビ 

コンテンツリスト 

【有料課金ユーザー】 
「NAVITIME」約100万人 
「EZナビウォーク」約200万人「EZ助手席ナビ」約100万人 

図１．ナビゲーションコンテンツサービス事業

大西啓介：代表取締役社長兼CEO

1993年 上智大学大学院理工学研究科 電気電子工学博士後期課程修了 
博士論文： 大規模道路ネットワークデータにおける経路探索アルゴリズム 
（株）大西熱学入社後、研究開発室にて経路探索アルゴリズム研究を継続 

1996年 （株）大西熱学において社内ベンチャーとして経路探索エンジンの 
ライセンスビジネスを立ち上げる 

1998年 モバイル向け経路探索、地図描画に関するアルゴリズム及び、 
独自データフォーマットを開発。 
世界初の電車、飛行機、クルマ、徒歩に至るすべての移動手段に対応した 
トータルナビゲーションを完成 

2000年 株式会社ナビタイムジャパンを設立し、社長兼CEOに就任 

菊池新：副社長兼CTO
1993年 時刻表経路探索エンジンの研究開発 
1994年 上智大学大学院理工学研究科 電気電子工学博士前期課程修了 

（株）NTTデータ入社 
1995年 （株）大西熱学入社 
2000年 株式会社ナビタイムジャパン副社長兼CTOに就任 

図２．Management History
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傾向が続けば、かなりiモードなどが伸びるだろうと予測し、

事業領域が違う（株）大西熱学から分社化してナビタイム

ジャパンを設立しました。社員数も5名からスタートし、現在

では320名になっております（図2）。

「NAVITIME」サービスの一番の特徴はトータルナビゲー

ションです。カーナビは車のナビゲーション、乗換え検索サ

ービスは電車、飛行機だけですが、「NAVITIME」はすべて

の移動者に対してリアルタイムの情報を考慮し、その日の時

刻の場所でその人にとって最適なルートを提供します。対象

となるのは電車、飛行機、車、フェリー、バス、徒歩。つま

り、例えばここからどこかに行くときに電車とバスと徒歩を

組み合わせるとか、車と飛行機と電車を組み合わせたルート

が出てくる形になります。

実際に私の携帯電話でやってみたいと思います。例えば今

日ここの場所（メルパルク東京）にナビタイムジャパンから

来る場合、まず「目的地を検索する」で目的地を入力しま

す。フリーワードで探すと一番上に出ます。場所の名前や住

所などでいいです。ここで一番分かりやすいのは「メルパル

ク」。メルパルクは日本中にありますが、ここは東京ですので

「東京」と入力します。すると「NAVITIME」のサーバーで

メルパルクが含まれた東京のものが出てきます。一番上に

「メルパルク東京」と出てきましたのでこれで目的地を確定し

ます。ちなみにこの画面にはメルパルク東京の電話番号や地

図、ここへ行くというメニューが出てきて、電話したければ

この番号に電話すればいいのです。地点を探して、電話して、

レストランなら予約をしたり、ホテルなら空室を確認したり

することもできます。

ナビゲーションならメルパルクに「現在地から行く」です

ぐ全部できてしまいます。今この場所に来ると仮定して、出

発地を入れるようにします。ナビタイムジャパンから来たの

で出発地には「ナビタイム」と入れます。ナビタイムは、検

索すると南青山3丁目です。これに現在時刻でナビをすると

「詳細条件でナビをする」が出てきますが、詳細条件、例え

ばここで今日この場所に18時に着きたければ18時に到着で探

索しますと、ルートが出てきます。アイコンで車が第1ルート

で出てきて、第2が電車プラス、第3も電車プラスですが、車

ルートですと所要時間は16分で、タクシーに乗った場合は

1600円というのも出てきます。夜にはちゃんと夜間割増料金

2．カーナビを超えた、進化型トータルナビとして（携
帯電話を利用しながらのライブプレゼンテーション）

も計算されます。

所要時間グラフというのがあります。予測もできます。画

面にグラフがありますが、18時に出るとメルパルク東京まで

15分。22時になると空いているので6分。今NAVITIMEは予

測までできるようになっています。結構便利なのは、週末、

例えばゴルフに行くとき、6時に出れば渋滞に巻き込まれな

いかとか、8時に出れば危ないとかなど、明日の渋滞などが

こういう形で所要時間が分かるので、渋滞に巻き込まれない

ように出るということがこれでできるようになります。

これを押すと車の渋滞を考慮したルートがまず文字で出て

きます。表参道を左方向に曲がり、南青山4丁目をこうなる、

と出ます。あとはここを押すと地図が出てきて、これは色が

飛んで見えないのですが、もっとキレイな地図が実際には出

ます。地図上にルートが出てきます。

第2ルートはまずナビタイムジャパンから歩いて外苑前の1A

口に行く。何駅の何口に行けばいいのかが出ます。それから

銀座線の浅草行の前から6両目に乗って、青山一丁目で大江

戸線の六本木方面の前か後に乗って大門のAの6番出口を出

て歩いて490メートルでメルパルク東京と、何駅の何口に出

るというところまで出ます。乗換えがある場合には最適な車

両も出ます。

ここに「ルート案内開始」とあります。これを大門駅出口

で押しますとGPSで現在地を取って、次の方向を右とか左と

か案内が出ます。ルートを見ると、このように大門の出口か

らこう歩いていく。よく見ると分かりますが、芝大門の交差

点は横断歩道を渡るとか、きちんと歩行者専用道路でルート

案内しているのが分かると思います。これは電車プラス徒歩

のルートです。

実際に歩いているとどんな感じで見えるかというと、音声

が携帯電話で教えてくれます。こんな感じということで「（音

声）音声案内を開始します。間もなく右方向です。およそ50

メートル先左方向です。間もなく左方向です。およそ100メ

ートル先右方向です。およそ50メートル先右方向です。間も

なく右方向です。間もなく斜め左方向です。およそ100メー

トル先……」。こういう感じで、音声で目的地までナビゲー

ションが携帯電話だけでもでき、しかも月額200円や300円と

いう定額で利用できるのがかなりマーケットにも受け入れら

れ、400万人以上の方に御利用いただいているのではないか

と思っています。



ナビゲーションはやはり目的地まで最短ルートで行くのが

一番重要な機能ですが、運賃が安い順、乗換えが少ない順

などがあります（図3）。最近はニーズも多様化してきて、雨

にぬれたくないとか出てきますのでこれも始めました。例え

ば駅出口を出てからこう行くのが一番早いけれど、「NAV-

ITIME」で屋根の多いルートを優先で探索すると、出てから

地下街に入って行くとか、階段を避けるルートなども出るよ

うになっています。もっとデータが充実すれば車椅子が通れ

るルートなどもできるようになります（図4）。

このサービスの機能の一つに鉄道運行情報があります。駅

に行って電車が停まっていて遅れてしまうという経験がある

方もいらっしゃると思います。「NAVITIME」で先ほど電車

プラス徒歩のルートが出たときに、例えばこの例では山手線

と書いてありますが、山手線で何か運行に障害があったら

「鉄道運行情報があります」と大きく文字が出て、これを押

すと今山手線は信号機故障で停まっています、などといった

3．バスや電車、徒歩にもきめ細かな案内で対応
ことが分かります。そういった場合には運行情報がない正常

運転の電車で行けば回避できるということも載っています

（図5）。

バスの情報も入っています。バスの場合には乗りたくない

理由が大きく二つあり、どのバス停で降りたら目的地に行け

るのか分からないことと、もう一つは本当に時刻表どおりに

来るのか分からないということです。例えば「NAVITIME」

では、渋谷から六本木ヒルズに行くときにはまず渋谷駅から

渋谷駅前というバス停で渋88という都バスに乗り、六本木六

丁目というバス停で降りて歩けば目的地に行けるという、ト

ータルナビの中にバスの停留所が出てきます。渋88の10時4

分発は本当に来るのかということに関しては、このように携

帯電話で今このバスは南青山五丁目と六丁目の間にいます、

ということが分かります。この情報は1分ごとに更新され、バ

スがどんどん近づいてきますので、自分の乗る停留所の三つ

前ぐらいに来るとなんとなく安心できるので都バスの利用者

も増えています。国にもいろいろなバスに情報の提供をして

もらう策を検討していただいています。今、「NAVITIME」

では都バス以外に全国のバスもトータルナビの中に入ってき

ています（図6）。

駅構内で迷う人のために、これですと新宿から渋谷駅で乗

り換えて中目黒に行くときには、山手線の内回りは2番線に

着くので2番線から立体図を出して、このように歩いていく

と東急東横線の中華街行きのホームに行けることが分かりま

す。こういうデータも世の中にはなかったので、「NAVITIME」

の社員が全部歩いて、このように歩くと何が見えるかと全部

スケッチしてルートも全部書き、何秒かかるかも全部足で計

りました。これは1駅で考えても結構大変な作業ですが、全

国の主要な駅で調査を実施し、本年9月現在で33駅について

のデータを提供しています。例えば渋谷駅の駅構内ルートで
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「雨にぬれたくない」 「階段を避けたい」などの 
状況に応じたルート案内が可能 

探索した目的地が雨の場合、 
「屋根が多いルート」を 
優先して案内できます。 

電車と徒歩が混在するルートでも、徒歩ルート部分は 
アーケードや地下街を優先して御案内します。 

検索した目的地が雨の場合・・・ 

通常ルート 屋根が多いルート 

図４．「屋根が多い」「階段が少ない」を優先したナビゲーションが可能

VICS交通情報を配信！ 
渋滞回避のルートや簡易渋滞地図も見られる 

ポイントごとのルート 
地図と渋滞状況を表示 
（工事渋滞を迂回する例） 

【御成門A１出入口～東京タワーまでの徒歩ルート】 

地図：昭文社、ゼンリン 

こんな事が わ かる！ 

① 出発地から駅出入口 
までの徒歩ルート 

② 電車の何両目に乗れば 
次の乗り換えに便利か 

③ 駅出入口から 
目的地までの徒歩ルート 
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目的地を設定すればドアtoドアで詳しくナビゲーション 

検索 

タクシー料金表示 

CO2排出量表示 

乗換車両案内 

徒歩ルート案内 

CO2排出量表示 

フリーワードで検索可能 

車と電車どちらが 
早いか一発表示 

図３．NAVITIMEのトータルナビ

電車の事故・遅延情報をメールにて配信 
お出かけ前に、電車の運行状況が分かる 

鉄道運行情報メールを、 
受け取りたい駅（路線）を 
「Myステーション」に登録。 

事故や遅延が発生すると、 
事前に登録したメールアドレスあてに、
鉄道運行情報メールが届きます。 

図５．鉄道運行情報メール



は図7のようなものが出てきます。IT産業というのは結構じ

みちなところが差別化になっていて、めんどくさいけれども

ニーズがあるところにはビジネスチャンスも感じています。

今見ていただいたナビゲーションツールから、最近では行

きたい場所も調べたいということで、「NAVITIME」の中で

「ぐるなび」「食べログ.com」やクーポン情報などが見られる

ようになり、行きたいレストランが探せるようになっていま

す（図8）。

病院も、今インフルエンザになって急に熱が出て夜だった

らどうしようと思いますが、「NAVITIME」では、内科で診

療可能な近くの開いている病院がずらっと出てきます。病院

を押すとそこまでの行き方が出て、開いている時間まですべ

てデータベース化してユーザーのニーズにこたえています（図

9）。

4．ルート案内のみならず生活情報を幅広く網羅

ガソリンスタンドも、ここはレギュラーがリッター115円、

ハイオク123円と、周辺で一番安いガソリンスタンドも検索

ができるようになっています（図10）。

携帯電話のいいところは、カーナビと違ってリアルタイム

情報がどんどん取れることで、カーナビは静的な情報しかな

く、携帯電話の方がいいところがかなりあります。ただ携帯

電話の唯一の弱点は、運転手が道路交通法上触れない点で

す。そこだけなので、それが使えるようになれば携帯電話は

常に最新の地図、最新の情報でナビができるという、非常に

素晴らしいものになってきています。

映画館情報についても、「NAVITIME」で「レッドクリフ」

という映画を見たければこの周辺の映画館が出てきて何時に

上映する、ちゃんと上映の何分前に着きたいというルートで

きちんと案内が出るようになっています（図11）。

ホテルに関しても「NAVITIME」では、例えばこの周辺の

ホテル、7000円以下で泊まれるところ、と検索すると出てき

ます。ホテルメトロポリタンを検索すると、「NAVITIME」の

中には「じゃらん」と「楽天トラベル」と「日本旅行」のそ
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静止画で駅構内の電車乗換えのルートを御案内 
複雑な駅構内でもスムーズな電車乗換えが可能に！ 

乗換え検索結果に 
大きな駅※が 
含まれる場合 

『駅構内ルート』が 
確認可能 

１本前、１本後 
の電車検索が可能 

乗換えホームまでの 
ルートを静止画 
にて御案内 

『駅構内ルート』対応駅（2009年9月時点）全33駅 
新宿・渋谷・池袋・横浜・北千住・大手町・東京・新橋・品川・西船橋・大宮・上野・秋葉原 
日本橋・神保町・浜松町/大門・有楽町/日比谷・飯田橋・銀座・市ヶ谷・浅草・四ツ谷・日暮里・神田・代々木・永田 
町/赤坂見附・大阪/梅田・なんば・天王寺・京都・三宮・京橋・名古屋 

図７．駅構内ルート

【バスデータ導入状況】※2009年9月現在 計15社 

2006年 
3月 都営バス（東京都交通局） 

ムーバス（東京都武蔵野市） 

2007年 
2月 東急バス（東急バス株式会社） 
4月 京王バス（京王電鉄バス株式会社をはじめ各社） 
11月 西武バス（西武バス株式会社をはじめ各社） 

2008年 
2月 じょうてつバス（株式会社じょうてつ） 

伊丹市営バス（兵庫県伊丹市） 
9月 JRバスグループ（西日本ジェイアールバス株式会社） 

徳島バス（徳島バス株式会社） 
はむらん（東京都羽村市） 

10月 フジエクスプレス（株式会社フジエクスプレス） 
11月 大川バス（大川自動車株式会社（香川県）） 

2009年 
3月 奈良交通（奈良交通株式会社） 
9月 立川バス（立川バス株式会社） 

遠鉄バス（遠州鉄道株式会社） 現在、どの位置に 
バスがいるのか、 
リアルタイムで表示 

図６．バスデータ

「今診療可能な病院」 
など詳細な条件で 
検索が可能 

検索結果の 
一覧を 
現在地から 
近い順に表示 

選択した病院の 
住所・電話番号 
地図を表示 

診療科目や 
診療時間 
までも表示 

約16万件の病院情報から、 
診療科目・診療時間、緊急指定など詳細な条件検索が可能 

図９．病院検索

レストラン情報や、クーポンなどが利用可能 
お店探しからお店へのルート検索までがシームレスに 

洋食、和食などの 
カテゴリ選択、 

予算だけではなく、 
設備、サービス、 
まで検索できます。 

検索した店舗の 
クチコミ情報が 
確認ができます。 

検索した店舗の 
クーポンが 
取得できます。 

検索した店舗までの 
ルート検索が 
表示できます。 

図８．グルメ検索ぐるなび・食べログ.com・askU.com・ホットペッパー



の日その時刻の価格が出てきます。当然一番安いのを皆さん

選びますから「じゃらん」を選びます。出張のときなどその

場ですぐ携帯電話から予約でき、しかもそのホテルまでのル

ートが当然出ます。外出によく使われる機能です（図12）。

ナビゲーションログは人の移動の履歴を使ったサービスで

す。「NAVITIME」で歩けば歩くほど自分の平均速度が出て

きます。この人は平均時速4.6キロなので、先ほどのトータル

ナビの駅までの徒歩時間や乗換え時間は、実はその人の徒歩

速度できちんと計算されていますので、いつもどおり「NAV-

ITIME」の言うとおりに歩けばちゃんと目的地まで間違いな

く着くというサービスになっています（図13）。

「NAVITIME」のユーザーは今400万人を超えていますの

で、かなりマスの移動に近い。日本人の平均的な移動に近い

ので、いろいろ面白いこともやっています。目的地に設定さ

れたところでどこが多いのかと検索する「人気スポット」は、

例えば一昨日9月2日のユーザー1位は東京タワー、2位はディ

ズニーランド。このへんは何となく分かるのですが、最近で

すと24時間テレビのあたりで5位にフジテレビのお台場。面

白いところでは潮風公園。これはガンダムプロジェクトでガ

ンダムが置いてあるのでみんな行っている。こんなことが分

かります。

フリーワードの目的地入力では郵便局やマクドナルドなど

が挙がります。今の日本人の移動からは、ブックオフやド

ン・キホーテ、ラウンドワンなど安くてよいものを売ってい

るところに人が集まっているというのが分かります（図14）。

携帯電話のナビゲーションが普及する要素は三つありま

す。高速なパケット通信、第3世代の普及とパケット定額制、

それとGPSの搭載、この三つがそろわないとなかなかナビゲ

ーションユーザーは増えません。日本が圧倒的に世界に先駆

けて普及して、それが我々にとっては追い風になり、これだ

け会員数が増えたと思っています。

今後の展望につきましては、ナビゲーションエンジンで世

5．世界をつなぐ今後のサービス展開と展望

ITUクラブ講演 
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見たい上映作品を選ぶと、御希望の上映時間に到着できます 

フリーワード検索や 
ジャンルとエリアに 

よる絞り込み検索ができる 

到着予定時間の 
設定ができる 

見どころや、ジャンル、 
ストーリーなどの 
情報も充実 

図11．映画検索

自分の車の燃費管理やCO2排出量の計算、免許や自動車保険の更新月などを確認可能 
現在地周辺のガソリンスタンドや、リアルタイムのガソリン価格も表示 

マイカー管理 ガソリンスタンド検索 

マイカー情報を登録しておけば、 
自分の車の燃費や、消耗品の交換時期が 

確認できます。さらに免許や、 
保険の更新時期も知らせてくれます。 

現在地周辺のガソリンスタンド検索や、 
ガソリン価格も確認できます。 
さらにユーザがガソリンスタンドを 

評価しその情報をみんなで共有できます。 

図10．ecoマネージャー・ガソリンスタンド検索

じゃらんnet、日本旅行、楽天トラベル 
全国50万以上の宿泊プランの検索・予約・ナビゲーションが可能！ 

「じゃらんnet」、「日本旅行」、「楽天トラベル」の宿泊施設と 
プラン情報をチェックインの日付、宿泊人数、部屋数、料金など 
から検索し、チェックインができる宿泊施設の一覧表示が可能。 

検索結果は評価順、料金安い順に並べ替えることができ、 
宿泊施設の部屋、お風呂、アメニティの有無、写真などの詳細情報も 
確認できる。 

「じゃらんnet」 
「日本旅行」 

「楽天トラベル」 
それぞれの情報を 

横断しての検索が可能 

図12．宿・ホテル検索

自分の活動履歴を記録して、使えば使うほど自分だけのサービスに 

GPS測位した記録から移動し 
た距離や時間、推定の 

消費カロリーや歩数などを 
計算してリアルタイムに表示。 

移動記録表示 GPS測位データを振り返る 

GPS測位した記録は、 
年月別の累計値として 
振り返るだけではなく、 
移動記録ごとに個別に 
振り返ることが可能。 

My徒歩速度 

GPS測位した記録から 
ユーザーごとに徒歩 
速度を計算し自分の 

歩く早さで、最適な経路を 
検索することが可能。 

図13．ナビログ



界デファクトを目指しております。全世界でやっていきたい

のですが、どれぐらいでデファクトか？一つの目安としては、

世界の人口の半分が使っているところまでいったらデファク

トと言おう、世界の人口は65億人なので、30億人を超えるま

でと今みんなで頑張っています。今は大体1000万人ぐらいが

「NAVITIME」のユニークユーザー数です。

今、「NAVITIME」は北米とヨーロッパと中国、台湾、オ

ーストラリア等約30か国で提供しています。一つは日本人向

け、日本語で提供しています。これはパリで使っています。

パリのホテル、イリアデパリ18世からエッフェル塔まで行く

ルートは第1ルートは車ルート、第2ルートはホテルからメト

ロの4番に乗って、メトロの2番、6番に乗り換えて駅から歩

いてエッフェル塔。日本と同様に駅出口からの徒歩ルートが

このように出てGPSのローミング機種であればここから先ほ

どのような音声ナビができます。海外でも道に迷わずに安心

していろいろなところに行けるというのが今日本語でできる

ようになっています。これが約30か国、主要な北米、ヨーロ

ッパ、オーストラリア、中国ではこれができるようになって

います（図15）。また、現地の方向けに現地語で提供するサ

ービスを約20か国と提携しています。今は英語しかありませ

んが。

「NAVITIME」の開発コンセプトは「地球は一つ」。例え

ば自宅からニューヨークのメトロポリタン美術館までのナビ

を今開発中で、間もなくできるようになります。自宅から総

武線に乗り、船橋で京成線に乗り換えて、成田空港から全

日空の010便でジョン・F・ケネディ空港まで行って地下鉄

に乗り換え、最後は徒歩でニューヨーク・メトロポリタン美

術館に到着します（図16）。地球を完全に線と点で結び、国

際便も含めてナビゲーションするのがあと半年以内で出来上

がるということになっており、これを目指して開発していま

す。

御清聴ありがとうございました。

（2009年9月4日第377回ITUクラブ講演より）
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ユーザーの記録を使ってランキング機能を見ることができる 

ユーザーがよく検索しているスポットを、総合、都道府県別、カテゴリー別で 
TOP30のランキング形式で確認することができるメニュー。 

入力ワードランキング 総合ランキング ※2009年9月2日現在 

「GREEN TOKYO 
ガンダムプロジェクト」 

会場 

図14．ナビログ

｢東京の自宅からニューヨークのメトロポリタン美術館」など、 
国際間のトータルナビが可能に！ 

海外旅行さえも一つのサイト内ですべて計画・準備が可能に！ 

※ケータイ画面のイメージです。 

東京の自宅からニューヨークのメトロポリタン美術館へ行く場合 

・自宅から海外の目的地までのルート案内 
・航空券、JRチケットや、海外ホテル、レンタカーの予約（割引予約なども選択可） 

・飛行機の到着案内　　・・・・etc

図16．国際間トータルナビ

現地の基本情報、観光案内、 
ルート案内などのメニューから 
お好きなものを選べます。 

日本語で出発地/目的地設定が可 
能です。 

観光スポットのガイドもつきます。 

クルマ・地下鉄・徒歩ルートの中から 
最適な経路順に案内。 

ストリート名が地図内に 
細かく表示されます。 

目的地までの道案内が一目で 
わかるようになっています。 

『イリアデパリ18世（ホテル）からエッフェル塔まで移動する場合』 

GlobalNAVITIME国内だけでなく海外エリアでのトータルナビも可能に！ 

【乗換検索対応都市】ニューヨーク、シカゴ、ボストン、ニュージャージ、フィラデルフィア、ロサンゼルス、ラスベガス、アトランタ、ワシントンD.C.、マドリッド、バルセロ 
ナ、ローマ、ミラノ、ロンドン、ベルリン、ミュンヘン、フランクフルト、パリ、トゥールーズ、リヨン、マルセイユ、バンコク、クアラルンプール、シンガポール、香港、サンフ 
ランシスコ、トロント、オタワ、カルガリー、モントリオール、エドモントン、チューリヒ、アムステルダム、ダブリン、北京、上海、広州、深セン、南京 

＜TOPページ＞ ＜出発地/目的地設定＞ ＜地図詳細＞ ＜ルート結果＞ 

図15．Global NAVITIME～日本人旅行者向けの海外サービス～


