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１章 背景  
「モバイル」とは、「モバイルコンピューティング」という言葉から由来する。「モバ

イルコンピューティング」は、パソコン(以下 PC)等を携帯して｢移動しながら｣ネット
ワーク経由でメールや情報検索などのコンピュータ処理をさせることだが、当初、米

国では自動車などに使う「モービル｣とはウオンが区別され「まばいる｣と呼び、日本

では面倒な｢コンピューティング｣をとって｢モバイル｣となった。 
 現在、ノートパソコンに限らず携帯電話などにも機能が高度化し、メールや i-mode
対応末端でインターネット検索ができるので、これも「モバイル(コンピューティング)」
である。 
 

２章 研究の狙い 
  「iモード」の登場で、携帯電話のみでインターネットを使うというスタイルが当たり
前になった。携帯電話の進化は、異常に早く画面のカラー化やサウンド機能の充実、

そして JAVAの導入など、末端の高機能化・マルチメディアかは着々と進化している。
そこで技術や提供されているコンテンツについて調べていきたい。 
 
 

３章 パソコンと携帯電話のハードウェアの違い 
  パソコン 

   画面が広い、 
   通信速度が速い（最低でも５６kbps） 
   端末が非常に高速でメモリも豊富 
   キーボードとマウスが使えるので操作がしやすい 
  携帯電話・PHS 

   画面が狭く、ブラウザも機種によってまちまち 
   通信速度が遅い（94~64kbps） 
   端末のスピード容量が非常に限られている 
   十数個のボタンしかなくて非常に操作がしにくい    

携帯電話の通信速度は、どんどん速くなっており、またパケット定額やフルブラウザとい

ったサービスの充実も増えてきた。 
 
モバイル革命 
 
産業構造を変える「モバイル」 
モバイルというのは、どうも一部の携帯電話やコンピュータ業界に限られた特別なミクロ

経済の形で語られることが多い。しかしモバイルは将来、日本が誇る産業の柱として、大



  卒業研究 
  a1p21087 
  斉藤敏史 
 モバイルウェブの仕組みと活用 

 - 2 - 

きな飛躍を遂げる可能性を秘めている。例えばモバイル機器の一つにカーナビゲーション

がある。GPS を使ったようなカーナビゲーションの技術は、日本が世界一である。モバイ
ルを取り巻く産業は、近い将来何十兆円規模になるだろう。 
 
ネットジェネレーションの出現 
ノートパソコンや PDA（携帯情報端末）などを実際に使い始めると、おおむね、より人間
らしく、アクティブに行動するようになる。その理由は「モバイル」がもともと人間本来

の欲求に適合した生活スタイルだからである。その証拠に今の高校生、大学生などの若い

世代を見てみると、携帯電話を違和感なく身につけている。最近では、少女達がインター

ネット通信つき電子手帳を買う光景もめずらしくない。少女達は、使うこと自体が「楽し

い」ので、モバイルを使うことそのものが「目的」なのだ。それに比べ、一般のビジネス

マンは、モバイル機器をビジネスの「手段」と考えている。 
 
モバイルと現場のニーズを合致させるには 
実際にモバイルを導入し、一定の成果を上げている企業をみると、モバイルの次の特性が

現場のニーズに適合していると察せられ、次の 3 つが上げられる。特に③は、大企業の場
合が多く、その前提として会社のコンピュータネットワーク、あるいはデータベース等が

構築されていることがある。 
①場所を問わずに、あるいは場所を移動しながら自分の段取りで 

 ②相手の都合や存在する場所に関係なく、情報を伝達できる。 
 ③自分のコンピュータネットワークとの接続さえ可能なら、時間場所を問わずに必要な

情報を取り出すことができ、さらに加工・発信できる。 
 
企業内業務におけるモバイルの活用領域 
企業内業務活動領域  実地機能例 

フィールド 
・簡易グループウェ

ア 
スケジュール共有化、掲示板、会議室予約 

業務支援 ・営業業務支援 顧客情報検索、商品情報検索、商品発注検索 

 ・FE 業務支援 顧客情報検索、技術情報検索、機材在庫確認 

   

フィールド ・配車、派遣管理 一把握、出向け、派遣支持 

業務管理 ・配送管理 一把握、荷物運行状況追跡・管理 

 ・出退勤管理 出勤情報、業務報告、スケジュール報告 

 ・工場工程管理 作業進歩報告、到着時間報告 

   

フィールド ・在庫管理 自販機補充管理 
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危機管理 ・異常管理 製造ｼｽﾃﾑ管理 

 
 
４章 モバイルコンピューティング導入企業（①社名 ②業種 ③主な用途） 

 ①アリコジャパン ②保険 ③営業支援 
 ①岡三証券    ②証券 ③株式情報提供 
 ①キリンビール  ②食品関連 ③営業支援 
 ①鳥居薬品    ②医薬品  ③営業支援 
 ①立教大学    ②私立大学 ③学内情報発信 
     他にも様々な分野においてもモバイルコンピューティングが導入されている 
事例１ 
キリンビールの事例をピックアップ！ 

キリンビール：モバイルパソコンと PHSの活用により、直行直帰型営業により効率的
な営業活動を実現。社内での情報の共有化および支社間や支社・本社間での営業

支援も達成！ 
 
  キリンビールの事業は、かつてシェア６０％を占めるなど圧倒的な強さを誇って

いたが、小売り環境一般酒店からスーパー、コンビニ、ディスカウントストアとい

う量販３業態での販売に急速にシフトし、そのシェアは低減傾向を続けていた。 
                      
  こうした状況を打開するために 
                                    
  ９８年からの３ヵ年にわたる第五次中期経営計画「ニュー・キリン・ビジョン２

１」を策定。３つのテーマをあげ、時代の変化に柔軟に対応できる強固な経営基

盤確立への取り組みを開始した。その大きな課題の一つに「競合を上回る営業活

動の実現」があった。 
 
 調査の結果 

① 営業マンの訪問活動量が少ない 
② 顧客情報がタイムリーで入手できていない。 
③ スーパーなどの量販企業への営業スキルが不足していることがわかった。 

    
   そこで：訪問件数を増やすためのマネジメントシステムや営業活動情報を共有する

しくみの構築と、量販研修を継続的に実施されることが確認され、その実現のため

のツールとしてモバイルネットワークの導入が選択されそこで、対象になる営業マ

ンにそれぞれ一人一台にモバイルパソコンと DDIポケットの PHSの配備を実施。 
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   営業マンは外出先からPHSなどから利用してモバイルネットワークにアクセスする。

そこには、「棚割提案ツール」「企画提案書」などのアプリケーションとともに定量

情報として「マーケティング情報」などが記載されている。これらはすべて営業マ

ンの活動を支援するツールとして使われている。 
 
  モバイルネットワークを導入した結果 
   顧客の声がスピーディに把握し、対応がより迅速に行えるようになった。 
   従来は移動に要した時間を得意先への対応に振り向けることができた。 
 
事例２ 
コロちゃん株式会社 
 事業内容、「コロちゃんのコロッケ屋」のフランチャイズ事業及び店舗経営 
 
 巨大なコロッケマーケット 
  明治初期にフランス料理として日本に入り、大正初期に現在の原型となるジャガイベ

ースのコロッケが生まれました。それ以降約１００年間、コロッケは常に日本のお

かずベスト５に入る国民食となっております。つまり、コロッケは確固たる地位を

持つ食品であり、コロッケ市場は、生産と販売を含めて約２０００億円規模の大き

な市場なのです。それを背景に現在のコロちゃん株式会社が作られました。 
 
 iモードと郵便振込み 
   まず午前１１時に各店舗から iモードで出勤報告をします。そして午後７時に閉店報

告を同じく iモードで行ないます。売上金は各自で持ち帰り、翌日の午前中に郵便局
に振り込みます。郵便局を利用する理由は、全国どこから振り込んでも手数料が無

料だからです。 
   直営店からは午後８時頃に売上・在庫報告があります。商品発注は、毎日午後２時

に全店舗から発注データが送られ、翌日の営業時間中に配達されます。 
 
 i モード利用のアイデア 

 i モード導入前、受発注や集計はすべて手作業で行っていました。 電話や FAX による
情報収集では、「社員が対応に追われる」「電話がつながらない」「報告ミスの発生」などの

問題があり、集計も「集計ミスの発生」「集計に時間がかかる」「データの加工・活用が難し

い」などの問題がありました。 そのため、店舗数が 100 の時点で 8 人の従業員が約 2 時

間がかりで対応していましたが、事務処理が限界を迎え、将来的な店舗数増加に対応す

るためにシステム導入を検討しました。  
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当初、各店舗への POS レジやパソコンの導入も検討しましたが、1.7 坪の店舗ブース内は

180度の揚げ油で真夏には40度近くにもなります。システム化の第一の課題は、ブース内

で利用可能かどうかでした。また、店舗ごとの端末コストが 50万円から 100万円、さらにオ

ンラインなどといった場合のコスト負担も大きな問題となりました。  

i モード利用のアイデアは、当社スタッフから出てきました。携帯電話でメールが打てるのな

ら、メールで情報をやり取りできるのではないかというわけです。i モードは連絡用として各

店舗に入っていたため、新たな通信コストはかかりません。また、ブース内での利用も大丈

夫ということで、われわれにとって理にかなったアイデアでした。 

 

  

 

現在のシステムでは、各店舗からのデータを AS/400 で処理後、オンラインで各仕入先に

発注して、翌日配送するようになっています。  
 

  細かい数字にこだわる理由 
本部側の Web アプリケーションとして、直営店を対象とした売上入力、在庫入力、出退

勤入力のほか、発注入力があります。  

 

請求書は、FC からの発注データを基に自動作成されます。また、仕入先への請求書も

請求データ、納品データをチェック後、自動発行します。  
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i モードからのデータは会計システムに流れ、現在、資産表、減価償却、粗利などを含め

た全体の月次処理が可能になりつつあります。  

 

このシステムにより、納品データを基に、FC の最終売上推定を常に見ることができるほ

か、直営店の売上や通話料などもタイムリーに把握できるようになっています。リアルタ

イムで情報がチェックできるため、販促対策や人件費対策、店舗移動を含めた赤字店舗

への対応判断のスピード化に貢献しています。  

 このシステムは、例えば現金過不足を見逃しません。これは、あるべき売上高と実際

の売上との差額を示し、お釣りの出し間違えやコロッケを落とすなどして売り物にならな

かった際に発生します。現状の現金過不足の割合は約 1％、金額にして月に約 100 万

円、年間1,200万円のロスになっています。これを限りなくゼロに近づけることで、年間約

1,000 万円の純益が出るわけです。  

 

新システムは、こうした経営上の細かい部分まで把握できるようになっています。利幅が

少ないビジネスだけに細かい数字の把握が重要であるのです。  

 

 
 
事例３ 
 トヨタビスタ横浜 
トヨタ自動車販売チャネルの中で、若年層向けのクルマを中心に取り扱いを行う販売

店『トヨタビスタ横浜』。 
  
課題！事業全体の課題、顧客数増加を目指す 

   新規顧客を開拓していくためのツール造成 
マーケティングデータの収集・蓄積 
新車キャンペーン成功のための情報発信先確保 

 

新システム導入の効果１ 
  受注・仕入れ・勤怠処理の自動化   

 人的コストの削減 
 処理ミスがなくなる 
 店舗数の増加に対応 

  データ収集の自動化 
 迅速、正確な集計・分析  

新システム導入の効果２ 
 同業他社（外食産業）反応 
 地元・地域社会の反応 
 マスコミによる効果 
 官公庁からの反応 
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業界のリーディングカンパニーとして君臨し続けるトヨタグループにあっても、時

代の流れが業界にもたらす課題に対しては、決して例外的存在ではないようだ。「今の

お客様はメーカーや販売店を固定しない。気に入ったクルマが見つかれば、次回は別の

メーカー、販売店に流れてしまう。魅力的なクルマが次々に登場し選択肢が増えたこと

で、その分販売店個々には、顧客数が増えないという課題が生じてきました」『トヨタ

ビスタ横浜』は、業界全体を悩ませている課題をこう捉える。 こうした状況の中、顧
客の絶対数を増やしていくための施策として、 2000年頃から従来の新聞広告、折込チ
ラシなどに加えて、新たな情報発信ルートを模索していた。 
はじめに白羽の矢を立てたのは、パソコンメールによる情報発信。しかしながら、これ

から獲得していこうとする若い客層の中での個人的な所有率や、当時社会問題化しつつ

あったセキュリティ上の懸念などから「パソコンの限界」を感じ、代わりに浮上してき

たのが、携帯電話によるメールマーケティングの手法だった。 
 
解決策！携帯の強みを新型車キャンペーンに活かす 
   携帯サイト告知を名刺、検索エンジン等で展開 

新型車キャンペーンを携帯オプトインメールでも実施 
応募者に対し各店舗からフォローを実施 

 
2002年夏、念願の携帯サイトがオープン。「顧客を増やす」という目的に向う姿勢は当
初から明確だった。検索エンジン 10 種類に登録、名刺やパソコンホームページ上でも
告知を行い、そのまま会員登録ができるように設定した。 
そして 2003年１月、携帯サイトオープン後、最初のビッグキャンペーンが始まった。
TVCM も話題を呼んだ新型車「WISH」。この発売記念キャンペーンとして、プレゼン
ト付きアンケートを実施し、携帯サイトで応募受付を行ったのだ。告知は、『トヨタビ

スタ横浜』管轄エリアの新聞折り込みチラシ約 120万部（週 15万部、２紙を４週）。こ
れまでならば、告知はこうした紙媒体の範囲にとどまっていた。しかし携帯によって顧

客間口を拡大した『トヨタビスタ横浜』は、これに“携帯オプトインメール”１万件
（TSUTAYA会員からのセグメントによる）をプラスし、さらなるキャンペーンの広が
りを追求する。新たな顧客への戦略ツールを手に入れた強みを発揮する最初のチャンス

だった。また、携帯で受付けたアンケートでは、「カタログ請求の希望」「継続的なメー

ル配信の希望」などを尋ね、今後の店舗からのフォローセールスの足がかりを作ろうと

試みた。そして、これが驚くべき結果を生むことに繋がる。 
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効果！携帯から２４台成約へ・驚異的な費用対効果 

    携帯からのプレゼント応募者 2,600件 うち 700件のメール会員化に成功 
   応募者中から 24台もの成約、売上約５千万円を実現 

 
オプトインメール、チラシからの応募総数は、約 2,600 件。大半はオプトインメール
からの応募で、携帯が、いかに PCに比べてレスポンスの高い媒体であるかを改めて実
感した、しかし驚くべきは、その後のフォロー結果だ。応募者のうち、カタログ請求

等のリクエストがあった人に対し各店舗からフォローを行った結果、なんと、応募者

数約 2,600件の中から、その後 1.5ヵ月の間に 24台もの成約が実現したのだ。売上総
額はおおよそ５千万円。フックになるプレゼントを若い人の感覚で選んだことが良か

った。カタログ請求や見積り希望のアンケートを無理に必入力にせずに、本当に希望

のある人だけに回答してもらったことも、高い成約率に繋がった要因だったように思

う。従来の新型車キャンペーン時のチラシ等の告知コストにプラスされたのは、携帯

サイト ASPの使用料とオプトインメール費用のみ。費用対効果としては驚異的と言っ
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ても過言ではない。 
 

事例４ 
ジョリーパスタ、サンデーサン 
外食産業の来店促進に新たな潮流 IT活用の秘訣は現場との絶妙な連携 
【ジョリーパスタ】。 
消費の冷え込みや価格競争の激化で、商況厳しい外食業界にあって、同店が新たに始

めた携帯会員サービスが売上アップに高い効果を上げている。成功の秘訣は、ケータ

イの特性を最大限に活かしたコンテンツ提供と、本部・店舗間の息の合った 
連係プレーにあった。 
 
課題！既存ポイントカード会員の効果に限界 
・既存ポイントカードの限界、代替手段の模索 
・積極的な情報提供により来店頻度をアップしたい 
・DM発送にかかるコスト・作業負荷を軽減したい 
 
全国 236店舗、10代～30代の女性を中心に人気を集める、スパゲッティとピッツアの
レストラン『ジョリーパスタ』では、2年ほど前から女性向けに地域限定のカード会員
制度を導入、顧客の囲い込みを実施してきた。会員は店頭でカードを提示すれば 15％
割引の特典が得られる。しかし、カードはあくまで来店時その場限りの効果にとどま

りがちだ。そこで、年２回ほど会員向けにプレゼント引換え券付きの DM を各店舗ご

とに発送して来店促進を図ってきたが、発送にかかるコストや各店舗単位での作業負

荷が徐々に大きくなり、カードに代わる来店促進のためのツール開拓が急務となって

いた。 
 
『順調に会員数は増えていたものの、反応が思ったより弱く、その割に DM 発送にか

かるコストや作業負荷が非常に大きいことから、もっと効果的に来店頻度を上げる代

替手段がないものか模索していた。』より積極的に来店を促したい、しかも安価に負荷

をかけずに実現したい、といった課題に対して浮上してきたのが携帯を活用した会員

サービスだった。 
 
解決策！目標は携帯メールによる来店頻度アップ 
・カードから携帯メール会員への完全移行によるコスト削減 
・ケータイメールクーポンによる効果的な来店促進 
・ケータイ会員証発行による既存顧客の囲い込み 
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  携帯なら常に持ち歩いているので、タイムリーに情報を提供することができ、しかも

DMに比べて安価なため、配信の頻度を増やすことも可能となる。しかし一方で、外食
全体としてはまだまだ携帯サービスで成功している事例は少なく、導入当初の３ヶ月

間はノウハウを積むプレスタート期間と位置付け、システムにもトライ＆エラーがで

きる仕様が求められた。そこで導入したのがリクルート提供の MO-ON（ムーン）だ。
設備投資の要らない ASPという形態と使い勝手の良さが導入の決め手となった。 
携帯サービスの内容は大きく 2 つ、携帯会員証とメールによるクーポン配信だ。携帯
会員証はサイト上で会員登録をするとその場ですぐ自動的に発行され、この画面を端

末に保存しておいてレジで提示すれば、従来同様 15％の割引特典が得られる。会員証
画面には、本人が登録した ID番号と個人名が差し込まれて表示されるため、本人確認
ができ、利用頻度も取れる。またメールは月に 2 回、旬のお薦めメニューやフェア商
品等の案内を配信しているが、本文中には毎回お得なドリンクやフードクーポン画面

へリンクする URLが添付されていて、よりダイレクトに来店を促すことができる 
また、外食ではとくに画像の品質は重要だ。どんな携帯端末であっても、食欲をそそ

る鮮明な商品画像を表示しなくてはならない。『MO-ON は画像サイズやファイル形式
を問わずにそのまま画像をサーバーにアップするだけなので、作業自体はとても簡単。

本来のコンテンツ作成に集中できる点がいい』 
また、こうした会員サービスは、現場との連係が成功の絶対条件となるため、本部か

ら各店舗には事前に対応マニュアルを配布、フロアの接客担当に至るまで情報共有を

徹底した。さらに各店舗毎に獲得会員数の目標を設定してインセンティブをつけるな

ど、万全の状態でサービス開始に備えた。 
こうして 2002年 12月、携帯会員サービス『ジョリパクラブ』はスタートした。 
効果！目に見える効果、売上２０％達成 
・会員数は 3ヶ月弱で 4万人突破 
・驚異的効果、メール送信日の売上は 20％アップ！ 
・メール会員からの声で店舗改善にも効果 

 
ケータイ会員募集は、新聞への折り込みチラシで告知することからスタートしたが、

会員特典や会員登録のための操作方法が明確に記載できていなかったこともあり、出

足は いまいちだった。しかし、ジョリーパスタ店舗のテーブルまわりで、入会方法

をわかりやすく明記した告知物を設置、続いて、名刺サイズのカードに会員特典と入

会方法を記載したものを作り、来店客に配布するようになると会員数はみるみる増え、

開始後わずか 3ヵ月後には 4万人にまで達した。  
こうして集まったケータイ会員に対して、2月 14日のバレンタイン当日、半額クーポ
ンが当るおみくじ抽選メールが配信された。   
 結果は、メ ール配信当日の売上がなんと 20％アップという驚異的な実績。来店者数
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は 30％アップに達した。  
こうした目に見える結果が出せたことに、満足の意を表しながらも、『目標会員数は 10
万人。これからは、さらに積極的に"雨の日のお得クーポン"や"今日のランチメニュー"
をメールで知らせるようなタイムリーな販促を行っていく。 

 
  
ケータイの特性を活かした『お得で楽しい』本部からの情報配信と、それを現場で支

える各店舗の努力。ケータイ販促を成功させようとする前向きな企業姿勢が、好結果

を生み出したと言える。   
 
 
５章 モバイルセントレックス 
モバイルセントレックスとは何か、一言で言ってしまえばそれは「企業の内線電話を

携帯電話で取れるようにするシステム」である。この従来固定電話だったり、構内 PHS
だったりした企業の内線電話を、法人契約の携帯電話に置き換えていこうという動き

が、最近活発になっている。主役のプレイヤーは携帯キャリア各社だ。 
企業にとってモバイルセントレックスを導入するメリットとは、どこのキャリアも挙

げるのは「他人の電話を取り次がなくてよくなる」「外出の多い相手とでも連絡を取り

やすくなる」といった点だ。オフィスに固定されている電話に縛られなくなれば、い

つでもどこでも社員は仕事ができる、企業にとっても業務効率が上がってありがたい、

というわけである。また、音声通話だけでなく、メールやWebブラウザといった携帯
の機能をそのまま業務に使えるといったメリットもある。一方デメリットは、設備費

用が数千万円単位でかかるなどイニシャルコストが高額なことまだ導入例も少ない。 
 
 
 

 
   
６章 携帯電話が支持されている理由 
   モバイルを利用した企業システムというのは、今までにも携帯電話の代わりにノー

トパソコンや PDAを利用している形で存在していました。しかし、実際ブレイクし
たのは、携帯電話を利用したシステムが登場してからといってもよいでしょう。携

帯電話がそこまで指示される理由は、「使いやすい」「価格」「メンテナンス」の３点

にあると言える。 
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使いやすい 
   この様なシステムを導入する上で最も重要なのが、実際に端末を持つ人たちに「気

軽に使ってもらう」ことです。「端末が使いにくく面倒だから、電話と紙のほうが楽

でいいや」という事になり、せっかく導入したシステムが全く使われず無駄になっ

てしまう可能性も少なくありません。その点、携帯電話なら、 
・ 「小型で持ち運びに便利だし、いつでも使えるから」 
・ 「多くの人が自分の携帯電話を持っているから、操作も慣れていて分りやすい

から」 
・ 「バッテリーも長持ちするので２，３日充電しなくでも平気。」 

 コストが安い 
   携帯電話の価格は非常に安く、端末だけなら最新のものでも２～３万、旧機種とも

なると数千円から購入することも可能です。しかし端末だけでシステムを利用でき

るので、他に機材が不要な分、コストを抑えられる。 
 メンテナンスが楽 
   常に持ち歩く機器だけに、端末が壊れる可能性が非常に高いものです。携帯電話な

ら端末のコストが安いので、壊れても端末を交換するだけで済みますし、アプリケ

ーションを端末に入れておく必要がないため、端末を代えてもすぐに今までのシス

テムを利用することが可能です。 
私の考えでは 
  手軽に情報を受発信できることが人気の理由。 
  電波さえ届いていれば、リアルタイムに、またダイレクトに相手に伝わるという点が

便利。 
  誰でも使いこなせるということで苦手意識が生まれない。 
 
７章 まとめ 
  家電製品の多くがコンパクト、高性能化している今日では携帯電話も例外ではなく、

コンパクト、高性能化の一途をたどっている。今では携帯電話一つで、お買い物ができ、

航空チケットの搭乗手続きなど様々のことが携帯電話一つでできるようになりつつある。

携帯電話の販売会社をはじめ様々な企業も携帯電話を使った取引を考えているのである。

なぜかというと、それだけ多くの人が携帯電話を利用しているのであるのだ。今まで携帯

電話ではできなかった多くの事が可能になり、また、この携帯電話をうまく使いこなせる

人が得をする時代になっていると言ってもいいだろう。今後も携帯電話は、私たちのニー

ズに応えて様々な機能を増やし続けていくだろう。 
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