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ACT距離計算サービス 

の機能と仕組み 
http://www.act-inc.co.jp/contents/service/product/asp.html 

 

ACT距離計算サービスの概要 

 

ACT 距離計算サービスは、ACT 距離計算シ

リーズの基本機能をインターネット環境で利

用できる ASP サービスです。お客様のパソコ

ンから発信された計算要求に対して、弊社の

距離計算サーバがサーバ内の道路データや

住所データを使用して距離計算を行い、計算

結果をお客様のパソコンへ返信します。 

サービスをご利用いただくには、距離計算

サービス対応アプリケーション（後述）をご使

用いただく方法と、既存システムやアプリケー

ションに組み込みを行う方法がございます。 

 

サービスの特徴 

 

●業務で使える距離計算： 目的に応じた道路データ（歩行者用～大型トラック用、旅客鉄道用）で実用的な 

所要時間算出、道路データを常にメンテナンス（道路開通、通行料金改定） 

●最新の住所データ： ２ヶ月毎にアップデート、市区町村統廃合に対応、新旧どちらの住所文字列でも住

所検索が可能 

●セキュリティ： お客様のデータをサーバに蓄積しない。通信内容を暗号化（SSL128ビット） 

●定額、低価格： 計算回数に依存しない定額料金制 

●Web API公開： 既存システムとの連携が容易（RESTまたは SOAP） 
 

最短経路計算機能 

 

任意の地点を結ぶ最短ルートを計算し、地図上にルートを表示します。 

● 指定した緯度経度に近傍の交差点を巡回地点として

選択 

● 時間最短計算／距離最短計算の指定 

● 高速道路使用／非使用の指定 

● 旅客鉄道使用／非使用の指定 

● シミュレーテッド・アニーリング法による最短巡回順の

算出 

● ルート上の交差点名称、道路名称の出力 

● 通行料金の算出（全５車種対応） 

● 簡易ルート／詳細ルートの出力 

● 高速道路走行区間の所要時間、道のりの出力 

 

（注）上記の地図には国土地理院「地理院タイル」を使用しています。 

 

http://www.act-inc.co.jp/contents/service/product/asp.html
http://www.act-inc.co.jp/contents/service/product/asp.html
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到達圏／流入圏計算機能 

 

任意の地点から一定時間／一定距離で到達（または流入）できる範囲を求め、地図上に到達（または流入）範

囲を表示することが可能です。 

 

● 指定した緯度経度に近傍の交差点をスタート地点として選

択 

● 時間最短計算／距離最短計算の指定 

● 高速道路使用／非使用の指定 

● 旅客鉄道使用／非使用の指定 

● 単一ポリゴン／複数ポリゴンの指定 

● ドーナツポリゴン使用／非使用の指定 
 

 

 

 

 

 

（注）上図は三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社製 市区町村行政界地図、ＴＣＩ道路地図を米国ピツニーボウズ・ソフトウェア社 

MapInfo Pro 上に表示したものです。 

 

複数ポリゴンとドーナツポリゴン 

 

「複数ポリゴン」とは、到達（流入）可能な交差点のグループを認識し、その一つ一つグループに対してポリゴン

を作成する機能です。この「複数ポリゴン」は、高速道路や旅客鉄道を利用した場合の到達圏／流入圏の分

析に威力を発揮します。 

また、１つのポリゴンの内部に、到達（流入）が不可能な交差点グループが包含されることがあります。この中

抜けとなるポリゴン（ドーナツポリゴン）を算出することができます。 

 

            【複数ポリゴン】                   【複数ポリゴン ＋ ドーナツポリゴン】      

 
（注）上図は東京駅から徒歩と鉄道で 60 分で到達できる範囲を米国ピツニーボウズ・ソフトウェア社 MapInfo Pro 上に示し

たものです。都道府県境界および水系は三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社製 市区町村行政界地図を使用しています。 
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片道一括計算機能 

 

任意の地点から一定時間／一定距離で到達（または流入）できる範囲を求め、複数の登録地点までの所要時

間と道のりを一括で取得することが可能です。 

 

● 指定した緯度経度に近傍の交差点を

スタート地点として選択 

● 時間最短計算／距離最短計算の指定 

● 高速道路使用／非使用の指定 

● 旅客鉄道使用／非使用の指定 

● 任意の地点までの所要時間、道のりの

表示 

 

（注）上図は ACT距離計算ワークシート for Excel 上での片道一括計算の計算結果です。 

（ACT距離計算ワークシートでは、片道一括計算を到達圏計算として実装しています） 

 

最適拠点立地計算機能 

 

納品先までの走行距離（または所要時間）と納品先の荷量との積の

総和が最小になる地点を算出します。 

 

● 計算用道路データ上のすべての交差点から最適な１点を算出し、

地図上に表示 

● 納品先ごとの所要時間、距離、トンキロを保存可能 

● 納品先を囲むポリゴン図形を表示 

 

 

 

住所検索機能 

 

漢字住所文字列や住所コードを解析し、距離計算に必要な経緯度情報を検索します。 

番地・号レベルまでの住所解析が可能です。 
 

● 指定した漢字住所文字列を解析し、経緯度を取得 

● 指定した住所コードを解析し、経緯度を取得 

● 指定した住所コードの下位に属する住所を列挙 

● 指定した郵便番号を解析し、経緯度を取得 

● 指定した郵便番号を解析し、属する住所を列挙 

● 指定した住所コードを解析し、住所を取得 

● 指定した経緯度を解析し、最寄の住所を取得 

 

 

 
（注）上図は ACT距離計算ワークシートの住所検索時に表示するダイアログです。 

 

（新機能） 
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計算用道路データ 

 

ACT距離計算サービスで利用できる計算用道路データは次のとおりです。 

●全国全道路： 全ての道路を網羅した普通車向けデータ 

●全国５５： 道路幅員 5.5m以上を抜き出した大型トラック向けデータ 

●全国歩行者： 通行速度を 80m／分に設定した歩行者向けデータ 

●旅客鉄道： 歩行者に旅客鉄道を追加した徒歩＋鉄道向けデータ（関東地方のみ） 

●特車： 特殊車両通行許可制度で指定された重さ指定道路データ 

 

会員種別 

 

ACT距離計算サービスの会員種別は次のとおりです。 

●試用会員： 距離計算サービスへの加入を検討されるお客様向け 

●一般会員： エリアマーケティングなど比較的小さな範囲での距離計算を行うお客様向け 

●プレミア会員： 一般会員より広範囲かつ頻繁に距離計算を行うお客様向け 

●サイト会員： お客様のイントラネット内サーバから直接距離計算サービスへアクセスする企業様向け 

●ASPサイト会員： 複数の企業内、またはインターネットサーバからアクセスする企業様向け 

 

利用料金と計算制限 

 
ACT距離計算サービスの会員種別と計算制限等は次のとおりです。       （表中の金額は税別金額です）   

会員種別 
試用会員 一般会員 プレミア会員 サイト会員 ASPサイト会員 

サービス試行専用 １クライアントからのアクセス サーバからのアクセス 

年額料金（丁目 *1） 0円  72,000円 144,000円 1,440,000円 

2,400,000円 
(*13) 

年額料金（街区 *2） 0円  90,000円 180,000円 1,800,000円 

年額料金（番地・号 *3） 0円 120,000円 240,000円 2,400,000円 

入会金 0円 0円(*4) 0円(*4) 150,000円 300,000円 

契約単位 30日(*5) 1年 1年 2年 2年 

道路地図データ 全て 

全国全道 
全国 55 

全国歩行者 
(*11) 

全て 全て 全て 

SSL対応 対応 対応 対応 対応 対応 

計 
算 
制 
限 

ルート計算 20 ヶ所 30 ヶ所 50 ヶ所 50 ヶ所 50 ヶ所 

最短ルート計算 10 ヶ所 15 ヶ所 30 ヶ所 30 ヶ所 30 ヶ所 

到達圏範囲 
120分 or 

120km 
120分 or 

120km 
（制限無し） （制限無し） （制限無し） 

到達圏ポイント(*6) 30 ヶ所 300 ヶ所 1,000 ヶ所 1,000 ヶ所 300 ヶ所 

計算間隔(*7) 30秒 30秒 0秒 0秒 10秒 

住所検索(*8) 30 ヶ所(*9) 50 ヶ所 50 ヶ所 50 ヶ所 － 

備考 (*10) － － (*12) (*14) 

* 1  大字丁目レベルまでの住所検索が可能。 * 2  街区レベルまでの住所検索が可能。 
* 3  番地・号レベルまでの住所検索が可能。 * 4  一度退会後再入会の場合、20,000円（税別）を頂戴します。 
* 5  継続不可。 * 6  計算時に到達圏内または圏外かを判定する地点数。 
* 7  計算終了後、次回計算可能となるまでの時間。 * 8  一括で住所検索が可能な地点数。 
* 9  市区町村レベルまでの住所検索が可能。 *10  距離計算回数は 30回まで。 
*11  危険物データは利用できません。  
*12  プレミア会員 10ID として使用可能。指定 1IPかつイントラネット限定。ご契約社内でご利用の場合。 
*13  住所検索を利用するには別途料金が必要(料金はご相談)。 
*14  プレミア会員 10ID として使用可能。指定 1IP限定。ご契約社以外でご利用の場合。 
*15  ACT距離計算サービスには、ボリュームディスカウントの適用はありません。 
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距離計算サービス対応アプリケーション（弊社製） 

 

ACT 距離計算サービスをご利用いただくには、距離計算サービス対応アプリケーションが必要です。弊社か

らは、次の距離計算サービス対応アプリケーションを提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）上記の地図には国土地理院「地理院タイル」を使用しています。 

 

「ACT距離計算クライアント」は、以下の環境で稼働します。 

項番 項目 基本仕様 

1 OS Windows 7（SP1以上）、Windows 8.1、Windows 10（すべて日本語

版・32bit or 64bit） 

2 CPU Core i3 1GHz相当以上 

3 メモリ（RAM） 2GB以上 

4 ディスク・スペース 10GB以上の空き容量 

5 ソフトウェア マイクロソフト.NET Framework 4.5以上 

マイクロソフト Excel 2010以上（注１） 

Adobe Acrobatまたは Adobe Reader 9以上（注２） 

6 その他 ACT距離計算サービスライセンス 

ホームページが閲覧できるインターネット回線 
（注１）本プログラムで Excel 形式データを取り込む場合に必要です。 
（注２）本プログラムのマニュアルを閲覧する場合に必要です。 

 

【ACT距離計算クライアント】 

 

● 無償アプリケーション 

（弊社ホームページよりダウンロード頂けます） 

● 計算したい地点は、お客様がお持ちの Excel やテ

キストデータからインポート 

● 地図表示は、国土地理院「地理院タイル」を使用。 

● 拠点対届先、住所ポイント対店舗といった多対多

（ｎ：ｍ）の距離計算を行う区間距離表計算が可能 
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「ACT距離計算クライアント for Super Mapple Digital」は、以下の環境で稼働します。 

項番 項目 基本仕様 

1 OS Windows 7（SP1以上）、8.1、10 

2 CPU Core i3 1GHz相当以上 

3 メモリ（RAM） 2GB以上 

4 ディスク・スペース 20GB以上の空き容量 

5 地図システム スーパーマップル・デジタル 10以上（注１） 

6 ソフトウェア マイクロソフト.NET Framework 2.0以上 

マイクロソフト Excel 2010以上（注２） 

マイクロソフト Internet Explorer 9以上（注３） 

7 その他 ACT距離計算サービスライセンス 

ホームページが閲覧できるインターネット回線 
（注１）スーパーマップル・デジタル 18 と 19の両方がインストールされている場合は、本プログラムは最新版の 19 を 

使用します。 
スーパーマップル・デジタル 10の場合は、スーパーマップル・デジタル 10サービスパック 2 以上を適用ください。 
本プログラムは全国版、東日本版、西日本版に対応しております。 
本プログラムにスーパーマップル・デジタルは含まれておりません。パソコン量販店等で別途お買い求め頂くか、 
弊社までお問い合わせください。 

（注２）本プログラムで Excel 形式データを取り込む場合に必要です。 
（注３）.NET Frameworkをインストールする場合に必要です。 

 

【ACT距離計算クライアント for 

Super Mapple Digital】 

 

● 無償アプリケーション 

（弊社ホームページよりダウンロード頂けます） 

● 計算したい地点は、お客様がお持ちの Excel やテ

キストデータからインポート 

● 地図表示は、パソコン量販店で購入できる地図ソフ

ト「Super Mapple Digital」を使用。安価に高精度

な地図表現が可能 

● 拠点対届先、住所ポイント対店舗といった多対多

（ｎ：ｍ）の距離計算を行う区間距離表計算が可能 
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「ACT距離計算ワークシート for Excel」は、以下の環境で稼働します。 

項番 項目 基本仕様 

1 OS Windows 7（SP1以上）、8.1、10 

※32bit版または 64bit版が選択可能 

2 CPU Core i3 1GHz相当以上 

3 メモリ（RAM） 1GB以上 

4 ディスク・スペース 1GB以上の空き容量 

5 ソフトウェア マイクロソフト Excel 2010以降 

6 その他 ACT距離計算サービスライセンス 

ホームページが閲覧できるインターネット回線 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ACT距離計算ワークシート for Excel ２点間計算対応版」は、以下の環境で稼働します。 

項番 項目 基本仕様 

1 OS Windows 7（SP1以上）、8.1、10 

※32bit版または 64bit版が選択可能 

2 CPU Core i3 1GHz相当以上 

3 メモリ（RAM） 1GB以上 

4 ディスク・スペース 1GB以上の空き容量 

5 ソフトウェア マイクロソフト Excel 2010以降 

6 その他 ACT距離計算サービスライセンス 

ホームページが閲覧できるインターネット回線 
 

【ACT距離計算ワークシート for Excel】 

 

● 無償アプリケーション 

（弊社ホームページよりダウンロード頂けます） 

● Excel 上に拠点や届先などの地点名と住所を入

力して、「計算実行」ボタンをクリックするだけのシ

ンプル操作 

● 必要なソフトウェアは Excel だけ。GIS や地図ソ

フトは不要 

【ACT距離計算ワークシート for Excel 

2点間計算対応版】 

 

● 300,000円（税別）の有償パッケージ 

● ACT 距離計算ワークシート for Excel の機能に

加えて、複数の２地点の地点名と住所を入力し、

計算する機能を追加 

● 必要なソフトウェアは Excel だけ。GIS や地図ソ

フトは不要 
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距離計算サービス対応アプリケーション（他社製） 

 

【Terra Map DX】 

 

● 商圏分析、顧客データ分析用地図情報システム 

● 最新の国勢調査データを標準搭載 

● ドライブタイム商圏に距離計算サービスを使用 

● 発売元：マップマーケティング株式会社 

http://www.mapmarketing.co.jp/ 

 

 

 

 

 

【TakumiMap】 

 

● 商圏分析、顧客データ分析用地図情報システム 

● インターネット利用の最新オンライン地図を搭載 

● 到達圏距離計算機能に距離計算サービスを使用 

● 発売元：株式会社ベストテクニカルサービス 

   http://www.takugi.jp/takumimap-abouts/ 

 

 

 

 

 

【ACT位置検索ライブラリ for GCWS】 

 

● 無償アプリケーション 

（弊社ホームページよりダウンロード頂けます） 

● ACT 距離計算サービスの住所検索機能を利用

するローカルアプリケーション用住所・郵便番号

検索ライブラリ 

● 住所選択、郵便番号を行う標準的なダイアログ

を実装済み。ユーザフレンドリな住所検索機能

を独自アプリケーションに組み込むことが可能。 

● MapInfo Pro 用の「ACT 位置検索ツール」添

付。MapInfo ユーザは、MapInfo のテーブル

情報から住所・郵便番号検索を行いポイントオ

ブジェクトを作成可。 

 

http://www.mapmarketing.co.jp/
http://www.takugi.jp/takumimap-abouts/
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ネットワーク設定が不要 

 

ACT 距離計算サービスでは、お客様のコンピュータと弊社サーバとの通信に、ホームページと同じ http プロ

トコルを使用します。現在ホームページを閲覧できる環境であれば、すぐに距離計算サービスをご利用頂くこと

が可能で、基本的にネットワーク管理者の作業は必要ありません。 

 

強固なセキュリティ 

 

ACT 距離計算サービスは、通信内容の暗号化に対応（最大 128 ビット SSL）しており、内容が第三者に漏洩

する心配はありません。また、万一の場合でも地点の情報は緯度経度情報や住所文字列のみで安心です。 

 

マルチプラットフォーム 

 

ACT 距離計算サービスは、XML Web サービスを使用し

ていますので、Windows、Linux、Android 等さまざまな

ＯＳ上のアプリケーションからご利用いただけます。デスク

トップ、ノートＰＣからモバイル端末まで、ハードウェアもご

自由に選択可能です。 

 

独自アプリケーションへの組み込み 

 

● 通信には REST または SOAPを使用 

REST、または SOAP を利用し、Web サービス対応アプリケーションを作成できます。地点の住所、郵便

番号または経緯度から、地点間の距離の取得や、一定時間または距離で到達可能な範囲を求めることが

できます。 

なお、XML Web サービスに対応していない Win32 アプリケーションへも距離計算機能を組み込むこと

も可能です。 

 

● サンプルプログラムは無償でダウンロード可能 

ACT 距離計算サービスの API リファレンスや、REST 用、SOAP 用のサンプルプログラム、開発用の

DLL を弊社ホームページで公開しています。VB.NET、C#などのサンプルプログラムは、地点間の距離

計算や住所検索など機能別に用意しており、全て無償でダウンロード可能です。 
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