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ACT距離計算シリーズ について 

 

会社の概要 

 

弊社は、デジタル道路地図のネットワーク解析技術をコアとして、最短ルート計算と到達圏計算を主要機能と

するWindows用アプリケーションおよびライブラリ（ACT距離計算シリーズ）を開発・販売しております。 
 

【社名】 アドバンスド・コア・テクノロジー株式会社（Advanced Core Technologies, Inc.） 
 

【本社】 東京都港区新橋３－７－４ 赤レンガ通りビル２階 〒１０５－０００４ 
 

【設立】 １９９５年５月２３日 
 

【代表者】 代表取締役 前 野  謙 
 

【従業員】 ７名 
 

【資本金】 １,０５０万円 
 

【会社沿革】 

１９９５年 ５月 有限会社として設立 

１９９５年 ５月 配車支援システム EG-Planner のコア部分（ルート計算、配車割付機能など）を担当 

EG-Planner は、三井物産株式会社の製品で大規模な物流業者向けの配車計画支援アプリ

ケーションです。 

１９９６年 ８月 ACT距離計算パッケージ for MapInfoを発表 

弊社のルート計算機能、到達圏計算機能を汎用シミュレーションパッケージとして製品化したも

のです。 

１９９７年１１月 株式会社に改組 

１９９７年１１月 MapInfo Professional バンドル製品「時間・距離計算機能」を提供開始 

１９９８年 ２月 ACT距離計算パッケージ Jr.シリーズ「A-Calc」、「Ｒ-Calc」をリリース 

１９９９年 ２月 ACT距離計算コア for MapDKをリリース 

１９９９年 ５月 ACT距離計算コア for Tacticianをリリース 

１９９９年１１月 簡易配車インタフェース for MapInfo、 運賃計算インタフェース for MapDKをリリース 

２００１年 １月 ACT距離計算コア・エンタープライズ版をリリース 

距離計算機能をインターネット／イントラネット環境でご利用いただくための開発キットです。 

２００１年１０月 ACT位置検索ライブラリ for Any GISをリリース 

２００５年 ７月 ACT距離計算サービス運用開始 

距離計算機能をインターネット経由で利用できる SaaS／ASPサービスです。 

２００６年 ４月 ECO₂-Calc（エコエコカルク）をリリース 
エネルギー消費量、ＣＯ２排出量を算出し、省エネ法の定期報告書を作成するシステムです。 

２００７年 １月 ECO₂-Calc＋（エコエコカルク プラス）をリリース 

２００９年 ４月 ACT距離計算サービス 旅客鉄道、Ver.2.0 API をリリース 

２０１２年１０月 ACT距離計算コア・エンタープライズ版 Ver.3.1をリリース 

２０１５年１０月 ACT位置検索ライブラリ for Any GIS Ver.6.0をリリース 

２０１６年 ３月 ACT距離計算パッケージ Ver.8.0をリリース 

２０１８年 ２月 簡易配車インタフェース Ver.5.0をリリース 
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主な導入事例 

 

ACT距離計算シリーズの主要な導入事例は以下の通りです。 

弊社製品は、ルート計算と到達圏計算をベースとする汎用シミュレーションシステムであり、導入業種・用途は

多岐にわたっています。 

 

エンドユーザ業種 導 入 用 途 備 考 

倉庫／運送業者 新規物流センタの立地評価 

新規顧客、新規拠点の配送ルート

作成業務 

到達圏計算機能を利用したセンタ立地 

ルート計算による配送ルートの作成 

小口運送業者 配送ルート作成 

距離建て運賃の計算 

ルート計算（運賃算出）をベースにした受

注エントリーシステム 

建設 複数の物流センタ候補地から顧客

に最適な物件を提案 

顧客の配送ルート検証等の営業

活動 

地図上に登録した物件の付加情報（写真、

動画、音声、関連文書等）とリンクしたシス

テム 

施設管理業者 施設管理ルートの作成など 緊急時の施設巡回ルートの算出 

自動車メーカ 工場→中継基地（デポ）→営業所

という新車の輸送ルートを検証し、

最適な中継基地の立地の評価 

到達圏計算とルート計算を利用した立地シ

ミュレーションシステム 

窯業土石 工場から建設現場までのルートを

計算し、最適な発地工場を算出 

到達圏計算による工場の統廃合の評価に

利用 

広告業 折り込み広告の配布シミュレー

ション 

配布範囲の算出に利用 

小売業 エリアマーケティング、出店計画な

ど 

ハフ分析のパラメータ計算に利用 

資材メーカ 運賃の距離程の見直し作業 運送会社との運賃交渉の資料としての利

用 

研究団体 災害時の避難ルートの検証 災害発生時の事例分析 

医療 病院、福祉施設の立地評価 到達圏計算、最適拠点立地計算を用いた

既存施設の評価、新規施設の計画 

公共事業体 道路建設計画シミュレーション 道路の効用算定 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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ACT 距離計算コア エンタープライズ版 

Version 3.1 

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

 

ACT距離計算コア エンタープライズ版の動作環境 

 

ACT 距離計算コア エンタープライズ版は、インター

ネット／イントラネット環境下で、デジタル道路地図の

ネットワーク構造を解析し、任意の地点間の最短ルート

や到達圏／流入圏を求めるシステムを開発するソフト

ウェア開発キット(Software Development Kit)です。

ご利用にあたっては、VB、VB.NETやC#/C++等の開

発言語によるアプリケーション開発が必要です。 

Windows Server 2008 R2／2012／2012 R2／2016

シリーズを搭載したパーソナルコンピュータ上で稼働し

ます。 
 

 

 

 

距離計算の仕組み 

 

ACT 距離計算コア エンタープライズ版は、デジタル地図データの道路点（Node）データ、道路区間(Link)

データや道路規制情報から事前にセットアップされた「計算用道路データ」を元に道路ネットワーク解析計算を

行います。「計算用道路データ」のセットアップには ACT距離計算パッケージ for MapInfo等のACT製品が

別途必要になります。 

 

Version 3.1の新機能 

 

主な新機能・変更点は下記のとおりです。  

64bit ネイティブ対応 64bit サーバ OSの資源をフル活用し、より効率的な処理を実現。 

世界測地系対応 日本測地系（旧日本測地系、Tokyo Datum）、  

世界測地系（JGD2000）の経緯度で距離計算を実行可能。 

直線距離計算 ２点間の直線距離計算を行う機能を追加。 

指定範囲リンク取得 指定した XY 座標（左上,右下）の範囲の道路を取得する機能を追加。 

Windows サービス化 距離計算・住所検索プログラムを Windows サービス化することにより、  

セキュリティ、運用性を向上。 

インストール時の認証 フロッピーディスクによる認証を廃止。  

インターネット経由、または電話による認証が可能。 

サンプルプログラム SOAP を利用したサンプルプログラムを追加。 

ACT 距離計算コア actcalcm.dll 

距離計算アプリケーション 

plgn32.dll 

anl50.dll 

actdatax.dll 

actenv32.dll actlib50.dll 

frd40.dll 

計算用 

道路データ 

http://www.act-inc.co.jp/contents/package/product/ent.html
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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（高

速上か否かの指定可能）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 

● シミュレーテッド・アニーリング法による

最適巡回順の算出 

● ルート上の交差点、道路名の出力 

● 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 

 

 

（注）上図は昭文社 Super Mapple Digital の全国版地図上に計算結果を表示したものです。 

 

 

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）範囲を表示し、登録地点までの所要時間

と道のりを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 

● 計算後に任意の地点が到達圏（または流入

圏）内か圏外かの計算が可能 

● 任意の地点までの所要時間、道のり、ルート

の表示 
 
 

 

（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。 
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距離計算コア エンタープライズ版のアプリケーション・インタフェース 

ACT 距離計算コア エンタープライズ版のアプリケーション・インタフェースは、WSDL／.NET 形式、COM 形

式および WIN32DLL 形式が含まれています。 

WSDL／.NET形式やCOM形式のAPIを利用して、VB.NET、C#/C++等の高級言語を用いて容易に距離

計算アプリケーションを構築することができます。また、XML Webサービス(SOAP)を使用すると、 Windows

以外のプラットフォームでアプリケーション構築が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動作環境 

 

ACT 距離計算コア エンタープライズ版は、以下の環境で稼働します。 

OS（64bit）： Windows Server 2008 R2／2012／2012 R2／2016 

CPU：  Xeon 3.0GHz 相当以上 

メモリ（RAM）： 4GB 以上 

距離計算アプリケーション 

XML Webｻｰﾋﾞｽ 
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

COM 
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

DLL 
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

WSDL／.NETﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾀｲﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ DLLﾍｯﾀﾞ 

 

 

 

 

 

 

ACT 距離計算コア エンタープライズ版 

距離計算ｻｰﾋﾞｽ 
距離計算 

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 

距離計算コア 

距離計算リスナ 
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システム構築例 

 

 

【XML Webサービス対応距離計算システム】 

 

● クライアント側アプリケーションで地図を

表示 

● 地図上で計算地点を指定 

● 計算地点をSOAPメッセージで距離計算

サーバへ送信 

● 距離計算サーバ上で距離計算実行 

● 計算結果を SOAP メッセージでクライア

ントへ返信 

● クライアント側で計算結果を表示 

 

 

【Web サーバ対応距離計算システム】 

 

● IISを使用し、ブラウザ上に地図を表示 

● 地図上で計算地点を指定 

● Web サーバ上で距離計算実行 

● 計算結果をブラウザに表示 

 

 

 

 

 
 

 

パッケージの種類 

 

ACT 距離計算コア エンタープライズ版は、各 OSに対応したパッケージを用意しております。 
 

パッケージ 対応オペレーティングシステム 

Server 版 

Windows Server 2008 R2 Foundation／Standard Edition 

Windows Server 2012 Foundation／Essentials／Standard Edition 

Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Windows Server 2016 Standard Edition 

Advanced Server 版 Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 

Datacenter 版 

Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition 

Windows Server 2012 Datacenter Edition 

Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition 

Windows Server 2016 Datacenter Edition 

以上 

http 

▲運賃計算インタフェース for MapDK 

 

表示用地図 

GIS 

【クライアント側】 

距離計算ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ 

WSDL 

計算用 

道路データ 

距離計算コア 

【サーバ側】 

距離計算リスナ 

距離計算サービス 

http 

距離計算コア 

Web 対応 GIS 

Web 

ブラウザ 

 

ASP(.NET)アプリケーション 

IIS 

距離計算ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 

計算用 

道路データ 
表示用地図 
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ACT距離計算パッケージ for MapInfo 

Version 8.0 

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

 

ACT距離計算パッケージ for MapInfoの概要 

 

ACT 距離計算パッケージは、デジタルマップの

道路ネットワーク構造を解析し、地図上の任意

の地点間の最短ルートを算出する MapInfo（注）

対応のアプリケーションです。 

地図表示形式の変更、地図や一覧表の印刷／

保存、データベース機能など MapInfo の全て

の基本機能が同時に利用可能ですので、計算

結果を自由に加工し、表示／印刷することがで

きます。 

 

（注１）MapInfo、MapBasicは米国ピツニーボウズ・ソフトウェア社の登録商標です。Windowsは米国Microsoft社の登録商標

です。 

（注２）本書掲載地図は、三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社製ＴＣＩ道路地図および市区町村行政界地図です。 

 

最短経路計算機能 

 
任意の複数地点を結ぶ最短ルートを計算します。 

 

● 事前登録された地点を巡回地点として選択 

● 任意の交差点を巡回地点として選択 

● 巡回地点の順番変更 

● 巡回地点毎の待機時間／集計対象の指定 

● 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 

● 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 

● 最短巡回順計算時に、発着地点を固定する場合、

固定しない場合を指定可（Version 7.0 新機能） 

● ルート上の交差点名称、道路名称の出力 

● 簡易ルート／詳細ルート表示 

● 交差点 ID／道路区間 IDによるルート出力 

● 高速道路・有料道路の通行料金計算（二輪・軽、

普通車、中型車、大型車、特大車）（注） 

● 首都高速・阪神高速の距離制料金に対応。 

 

（注）通行料金計算は、三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社のＴＣＩ道路地図（標準版）に対応しています。他の道路地図をご利用

になる場合は別途御相談ください。 

ACT距離計算パッケージ 

デジタル 

道路地図 

Windows7／8.1／10 

（ＧＩＳ） 

http://www.act-inc.jp/contents/package/product/std.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／一定距離で到達できる範

囲を求め、地図上に到達範囲を表示し、登録地点ま

での所要時間と道のりの一覧表を作成します。 

● 事前登録された地点または任意の交差点をス

タート地点として選択可能 

● 地図上でのクリックによるスタート地点の選択 

● 一覧表上でのスタート地点の選択 

● 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 

● 到達圏内の地点の一覧表の作成 

● 到達圏の任意の地点までの所要時間／道のり／

ルートの表示 

● 到達圏と同様に流入圏の計算が実行可能 
 

区間距離表作成機能 
 
発地点テーブル(From)と着地点テーブル(To)を指定

して、発着地点間の最短経路を一括計算します。 

 

● 時間表（所要時間のマトリックス） 

● 距離表（道のりのマトリックス） 

● 料金表（通行料金のマトリックス） 

● 区間表（２点間の所要時間、道のり、通行料金お

よびルートの一覧表） 

 

計算する最短経路は、時間最短の経路と距離最短の

経路の２種類を選択することができます。 

 
 

地図分割計算機能 
 
与えられた地域を複数のエリアに分割します。 

地図上のすべての道路点（交差点）について、指定さ

れた中心地点のうちどの地点に一番近いかを計算し

ます。各地点のエリアは、他の地点に比べて当該地

点に近い道路点（交差点）の集合になります。 

 

● 各エリアの最大範囲（時間／距離）指定 

● 各エリアの外接ポリゴン描画 

● 計算結果の保存 

 

時間表 

距離表 

料金表 

区間表 
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２点間距離計算機能 
 

複数の発着地の組み合わせを指定し、所要時間／道のりを一括して

計算します。 

 

● 発地点テーブル、着地点テーブルの指定 

● 発地点と着地点の組み合わせの指定 

● 発着地間の所要時間／道のり／通行料金／ルートの一括計算 

 

 
 

最適拠点選択計算機能 
 

拠点から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複数の地点を候補地点から選択します。 

 

 

● 複数の候補地点から指定した数の拠点を算出 

● 拠点毎の荷量の上限値、納品先までの距離の最大値を設定可能 

● 常に選択する拠点（固定拠点）を設定可能 

● 納品先ごとの担当拠点、所要時間、距離、トンキロを保存可能 

● 計算結果をポリゴン図形として表示 

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 

 
 

複数到達圏一括計算機能 
 

指定した複数の発地点からの到達圏を一括して計算し、到達圏ポリ

ゴン図形を地図に表示します。 

 

● 到達圏または流入圏の計算が可能 

● 地点毎にレンジ（到達範囲）を指定可能 

● 端点拡張機能使用可能 

● 計算結果（ポリゴン図形）を指定したテーブルに保存 

 

（Version 4.0 新機能） 

（Version 5.0 新機能） 

（Version 7.0 新機能） 

（Version 6.0 新機能） 
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道路速度変更機能 
 

任意の道路区間の通過速度をダイナミックに設定／変更することが

できます。設定対象の道路は下記の単位で選択します。 

 

● 区間種別・幅員区分等の道路属性 

● 都道府県・市区町村 

● 任意のエリア 

● 任意の道路 

 

 

 

道路編集機能 
 

MapInfoの基本機能を用いて、道路の追加／削除や、必要な道路の抽出を行います。 

「道路テーブルツール」を使用すると、下記の編集作業を自動処理することができます。 

● 必要な道路区間の選択 

● 道路区間テーブルと道路点テーブルの整合性確保（道路点フィルタリング） 

● 道路区間速度の道路種別、幅員区分別設定 

● 複数テーブルの結合 

 

距離計算パッケージの仕組み 

 

ACT 距離計算パッケージの心臓部分（コア）は、

MapInfoの道路点テーブルと道路区間テーブルから

事前に抽出された「計算用道路地図データ」を元に道

路ネットワーク解析計算を行います。 

実際の計算では、MapInfo 上で指定された地点の

最寄交差点間のルート計算を行い、交差点から交差

点までの所要時間、道のり、通行料金、ルート図形を

算出します。この計算結果は、MapInfo のテーブル

に保存され、MapInfoの基本機能を用いて加工や保

存、印刷を行うことができます。 

 

距離計算パッケージ・コア部 

計算用道路 

データ 

道路点／道路区間 
／通行情報ﾃｰﾌﾞﾙ 

道路区間 
ﾃｰﾌﾞﾙ 

MapInfo 
入力ﾃｰﾌﾞﾙ 

MapInfo 

地図表示 

計算結果 
ﾃｰﾌﾞﾙ 

MapInfo 

基本機能 
計算用道路 

データの抽出 
道路速度 

の変更 
最短経路計算 

到達圏計算 

編集／印刷／保存 
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カスタマイズ 

 

ACT 距離計算パッケージの距離計算コア DLL ライブラリの API 仕様が公開されています。距離計算コアの

API を利用して、Visual Basic や Visual C/C++等の高級言語でのアプリケーション構築や、MapInfo 以外

の GISに対応したアプリケーションに距離計算機能を組み込むことができます。 

 

● MapBasicを用いたシステム 

 

MapBasic で作成したプログラムは、MapInfo の制

御下で稼働します。 

この形式のプログラムは MapInfo の基本機能を最

大限に活用することができます。 

 

 

 

 

 

 

● Visual Basic、C/C++、.NET 等の高級言語を用いたシステム 

 

Win32DLL 形式の関数を制御することが可能な高

級言語で作成したプログラムは、距離計算コアを直

接操作することができます。 

この形式のプログラムはユーザ固有の業務をシステ

ム化するのに適しています。また、距離計算コアと

GIS は互いに独立していますので、MapInfo 以外の

GIS との組み合わせや、GIS を使用しないシステム

を構築することができます。 

 

 

距離計算パッケージの計算能力 

 
通常のパーソナル・コンピュータ（注）で快適にご利用い

ただける道路地図の大きさは約２００～３００万交差

点です。 

 
（注）CPU Core i5 3.0GHz相当、メモリ 2GB 

 

 

 

地域 交差点数 

関東地方（全ての道路） 約 140万ノード 

近畿地方（全ての道路）  約 70万ノード 

日本全国（県道以上の道路） 約 110万ノード 

日本全国（５．５ｍ以上の道路） 約 210万ノード 

日本全国（全ての道路） 約 480万ノード 

上表の交差点数は、三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社のＴＣＩ道路

地図（標準版）の交差点数です。 

MapInfo 

MapBasic プログラム 

ACT距離計算コア 

計算用道路 

データ 

表示用 

地図データ 

プログラム 

ACT距離計算コア 

計算用道路 

データ 

表示用 

地図データ 

GIS 
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使用可能な道路地図データ 

 

ACT 距離計算パッケージのユーザインタフェースは、三井Ｅ＆Ｓシステ

ム技研株式会社のＴＣＩ道路地図（標準版）を使用するように作成されて

いますが、道路ネットワーク構造を有する道路地図データであれば、

フォーマット変換を行うことで、ACT 距離計算パッケージで使用すること

ができます。 

他の道路地図データをご利用になる場合は弊社にご相談ください。 

 

パッケージの内容 

 

ACT距離計算パッケージには下記の物件が含まれています。 

 

内容 備     考 

MapBasic実行形式（.mbx） 距離計算、道路テーブルツールの２つのアプリケーション 

距離計算コアＤＬＬ 距離計算コアのＤＬＬ（距離計算のエンジン部分） 

ユーザーズ・リファレンス 距離計算、道路テーブルツールの機能解説書 

道路地図セットアップ作業解説書 道路地図の編集作業の手順書 

 

必要なソフトウェアおよびデータ 

 

ACT距離計算パッケージ for MapInfoをご利用いただくには、別途下記のソフトウェア／データが必要です。 

 

● MapInfo Pro Version 12.5.2以上 

● TCI道路地図データ（道路ネットワーク構造を有する道路地図データ） 

● ACT位置検索ライブラリ またはMapInfo用住所検索システム（住所ジオコードを行う場合に必要です） 

 

動作環境 

 

ＯＳ： Windows ７、８.１、１０ 

CPU： Core i5 3.0GHz相当以上 

メモリ： 2GB以上 

HDD： 10GB以上の空き容量（使用する地図に依存） 

 

以上 

ACT 距離計算パッケージ 

ＴＣＩ道路地図

（標準版） 

他の 

道路地図 

フォーマット変換 
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簡易配車インタフェース Version 5.0 

の機能と仕組み 
http://www.act-inc.jp/contents/package/product/rps.html 

 

簡易配車インタフェースの概要 

 

簡易配車インタフェースは、届先の車両への割付や、車両

の稼働時間／走行距離計算を行う配車支援システムです。 

届先の漢字住所から地図上に届先をプロットし、ACT 距離

計算パッケージのルート計算機能を用いて、届先の巡回順

序、所要時間、走行距離を自動的に算出します。画面上で

配車結果を確認し、マウス操作で割付を変更することが可

能です。 

また、固定ルート配車機能、トリップ追積み機能、自動車両

配置計算等の自動計算機能を実装しています。 

（注）上図の地図には国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用しています。 
 

データの流れ 

 

車両情報、オーダ情報、地点情報を入力データとしてインポートし、配車作業終了後、配車結果として車両情

報、トリップ情報、届先情報、オーダ情報をエクスポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力 

データ 

車両情報データ 
割付済車両と使用可能な車両の情報（コード、ｔ車、最大積載重量／容積、稼
働開始可能時刻、最大稼働時間 etc） 

オーダ情報データ 
割付済オーダデータと未割付オーダデータ（コード、重量／容積、荷卸時間、ｔ
車指定、時間指定、禁止車両 etc） 

地点情報データ 届先のポイントデータ（コード、名称、住所 etc） 

出力 

データ 

車両情報データ 割付済車両の総稼働時間および総走行距離に関するデータ。 

トリップ情報データ 割付済車両の各トリップの稼働時間、荷積時間に関するデータ。 

届先情報データ 割付済届先の発着時刻および割付先車両に関するデータ。 

オーダ情報データ 割付済オーダの発着時刻および割付先車両に関するデータ。 

帳票印刷 

 

データインポート 

時間・距離 

データ更新 

届先住所チェック 

地図へのプロット 

配車編集作業 

データエクスポート 

【出力データ】 

 

【入力データ】 

 

車両情報 

地点情報 

位置情報 

マスタ 

オーダ情報 

車両情報 

ﾄﾘｯﾌﾟ情報 

オーダ情報 

届先情報 

http://www.act-inc.jp/contents/package/product/rps.html
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ユーザインタフェース 

 

ユーザインタフェースは地図情報、届先情報、車両情報、トリップ情報、オーダ情報、仮置ウィンドウで構成さ

れます。届先や車両の情報は、各ウィンドウ間で共有され、すべてのウィンドウが連動して動作します。ウィン

ドウ上の表示は、積載率に応じた車両情報の色分け、ｔ車指定違反、時間指定違反による届先の色付けがさ

れ、配車状況をビジュアルに確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）上図の地図には国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用しています。 
 
 

届先割付機能 

 

届先の車両への割付は、下記の４つの方法で行います。 

（１）入力オーダ情報の車両指定情報、または、ルートマスタ情報から自動割付（固定ルート配車機能） 

（２）各ウィンドウ上で選択した届先を、車両またはトリップに割り付ける（手動割付機能） 

（３）積載量に余裕のあるトリップに近くの届先を自動的に選択して割り付ける（自動追積機能） 

（４）届先に対して積載量が最大となる車両を自動的に割り振る（自動車両配置機能） 

 

手動割付機能 

 

手動割付機能は、マウスで届先をドラッグし、車両やトリップにドロップすることで、自動的に最適ルート、所要

時間、走行距離、積載率を計算します。 

地図を含めすべてのウィンドウ間でドラッグ＆ドロップ操作が可能です。 

 

届先情報 

 未割付届先一覧 

 割付済届先一覧 

 未割付確定届先一覧 

地図情報 

  届先表示 

  ルート表示 

仮置ウィンドウ 

割付操作途中の届

先を一時的に表示 

オーダ情報 

 届先のオーダ内容 トリップ情報 

 割付済届先情報 

車両情報 

 車両情報表示 

 割付済届先情報 

表示形式切替 



簡易配車インタフェース 

Advanced Core Technologies, Inc. (20180209) 

Ｅ－3 

 

ルート計算方法 

 

届先を車両に割付けた時のルート計算は、届先の時間指定と納入禁止時間を遵守しながら時間最短の巡回

順序を自動計算します。 

自動計算する巡回順序は、巡回最短ルート、往路最短ルート、復路最短ルート、地区内最短ルート、トンキロ

最小ルートのいずれかを車両毎に指定することができます（下図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両の稼働時間は、走行時間に荷積時間と荷卸時間を加算した値となります。 

荷積時間と荷卸時間は 

（１）固定時間  （２）荷量比例計算  （３）荷量に応じた階段式計算 

の３種類から選択することができます。 

届先間のルート計算方法では、高速使用可／不可の設定、車種別通行料金計算、時間帯別所要時間調整、

新規／変更届先のみの時間・距離計算機能など、ACT 距離計算コアを駆使した強力なルート計算機能を実

装しています。また、標準休憩時間、走行中休憩時間を計算することが可能です。 

 

自動追積機能 
 

積載量に余裕のあるトリップに対して、一定範囲内（所要時間または道のり）の未割付届先を自動的に追加す

ることができます。逆に、指定した届先を一定範囲内のトリップに自動割付けすることもできます。 

自動追積み時には、車両の最大積載率・稼働時間、届先のトン車指定・車種指定・時間指定・納入禁止時間

帯等の条件が考慮されます。 

（注）上図の地図には国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用しています。 

自動追積み 
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自動車両配置機能 
 

自動車両配置機能は、任意の届先を核として、周辺の届先を自動追積した結果、積載量が最大となる車両を

算出する機能です。 

パラメータで指定した核とする届先の選択基準にしたがって、すべての未割付届先に対して上記の演算を行

い、配車計画を自動作成します。核とする届先の選択基準（荷積地点からの距離、荷量、車種指定、時間指定

等）は、１回戦目と２回戦以降で異なる基準を指定することができます。 

 

車両情報 
 

使用可能な車両を登録します。 

● 車両の稼動時間、最大積載量等の基本情報

は一括変更することができます。 

● 最大積載量には３つの値（重量、容積、容器

数）を設定することがでます。 

● 車両毎に担当エリアを指定し、自動追い積み、

自動車両配置計算で使用することができま

す。 

● 車両毎に自動計算で使用する優先順位を設

定することができます。 

● 車両毎に休憩時間の取得方法を指定するこ

とが可能です。 

● 割付が完了した車両を確定（ロック）すること

ができます。 

 

届先情報 
 

入力されたオーダ情報は同一届先毎に取り纏め

を行い、画面上では１つの届先として表示されま

す。 

● １つの届先に纏められたオーダ情報を複数の

届先に分割すること、また、逆に結合して１つ

の届先として表示することができます。 

● 荷量には３つの値（重量、容積、容器数）を設

定することができ、積載率計算では３つの積

載率のうち大きい方が採用されます。 

● 荷量の小数点以下の表示桁数や表示単位

（kg）を変更することができます。 

● 届先情報ダイアログでｔ車指定、時間指定等

納入条件を変更することが可能です。 

● 簡易配車インタフェース上で配車対象外とす

る届先を指定することができます（未割付確

定機能）。 



簡易配車インタフェース 

Advanced Core Technologies, Inc. (20180209) 

Ｅ－5 

 

地図情報ウィンドウ 

 

地図情報ウィンドウ上には届先およびルートが表示されます。 

デフォルトの表示用地図に Web Map（国土地理院「地理院タ

イル」）を使用します。 

 

届先の表示形状は未割付／割付済届先それぞれについて荷

量別に４段階に分けて設定することができます。 

 

ルート表示は 

● 届先間を直線で結んだ簡易ルート表示 

● 道路形状に沿った詳細ルート表示 

● トリップの配送範囲を示す多角形表示（トリップポリゴン） 

の３種類から選択することができます。 

 

また、詳細地図上で届先の場所の修正を行うことができます。 

 

運賃計算機能 

 
ACT 運賃計算ライブラリ（オプション）を使用することで、届先・車両・トリップ毎の運賃を計算することができま

す。標準的な貸切タリフ、積合せタリフのほか、独自のタリフを入力することができます。 
 

入出力補助プログラム 

 

データ入出力、帳票印刷の際に、指定された外部

モジュール（入出力補助プログラム）を実行するこ

とができます。これにより、お客様のネットワーク

環境やデータベースに合致したシステム運用が可

能となります。 

 

 

たとえば、ネットワーク上のデータベースから届先情報をダウンロードする入力補助プログラムと、データベー

スへ配車結果情報をアップロードする出力補助プログラムを組み合わせることで、既存のシステムとのデータ

交換が可能となります。 

 

帳票印刷 

 

デフォルト帳票として「配送コース表」「車両一覧表」「届先一覧表」「配車チャート印刷」がビルトインされていま

す。「配送コース表」「車両一覧表」「届先一覧表」の印字項目は自由に変更することが可能です。 

また、届先情報ウィンドウや車両リストのリストの表示項目を自由に変更し、帳票として印刷することができま

す。 

入力補助プログラム 

（外部モジュール） 

帳票印刷プログラム 

（外部モジュール） 

出力補助プログラム 

（外部モジュール） 

簡易配車インタフェース 

データインポート 

直前に実行 

帳票印刷メニュー 

から実行 

データエクスポート 

直後に実行 

（注）上図の地図には国土地理院「地理院タイル（淡色

地図）」を使用しています。 

【トリップポリゴン】 
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時間・距離データの更新計算 

 

データインポート時に届先間の時間・距離データの更新計算が行われます。 

この計算には、全国５．５ｍ以上の道路地図の場合、新規届先１件あたり約２秒の時間がかかります（注）。 

尚、時間・距離データの更新計算を行う必要のある届先は新規届先のみで、過去にインポートされたことのあ

る届先については、住所が変更されない限り更新計算を行う必要はありません。 
 
（注）CPU Core i5 3.0GHz相当、メモリ 2GBの場合 

 

クラウドサービスの利用 

 

届先の住所検索、届先間の時間・距離データ計算に、クラウドサービス（ACT 距離計算サービス）を利用する

ことができます。 

住所データ・道路データをインストールする必要がなく、常に最新の住所データと道路データで計算を行うこと

ができます。 

 

オプションソフトウェア／データ 

 

下記の機能を使用する場合には別途オプションデータ／ライブラリが必要です。 

● 詳細地図表示機能  ：スーパーマップル・デジタル Ver. 10以上  

● 運賃計算機能  ：ACT運賃計算ライブラリ Ver. 7 以上 

● ローカル地図表示 ：MapInfo Pro. Version 15 （32ビット版）およびMapInfo用地図データ 

 

稼働環境 

 

● ＯＳ：       Windows 7、8.1、10 

● CPU： Core i5 3.0GHz相当以上 

● メモリ： 2GB以上 

● HDD： 20GB以上の空き容量（使用する地図に依存） 

 
以上 
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ACT位置検索ライブラリ for Any GIS 

Version 6.0 

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

 

ACT位置検索ライブラリ for Any GISの概要 

 

ACT 位置検索ライブラリは、漢字住所文字列

または郵便番号から住所検索を行い、検索結

果住所文字列と経度・緯度情報（XY 座標）を

求めるライブラリです。 

住所検索データは、株式会社昭文社アドレス

データ、および、国土交通省街区レベル位置

参照情報から作成し、大字・丁目、街区、番

地・号の３種類のデータを提供しています。 

お客様独自のアプリケーションに本ライブラリ

を組み込むことで、高い精度の住所検索機能

を実現することができます。 

住所データをローカルにインストールする「標

準版」と、インターネット経由で ACT 距離計算サービスの住所検索機能を利用する「ACT 距離計算サービス

対応版（ACT位置検索ライブラリ for GCWS）」があります。 

 

特徴 

 

● GIS独立 

GIS に依存しない住所検索システムですので、様々な GIS に対応したアプリケーションに組み込むこと

ができます。また GISを使用しないシステムでもご利用いただけます。 
 

● 高精度住所検索 

独自の住所解析アルゴリズムを用いて高い精度の住所検索を実現しています。 
 

● 住所候補表示ダイアログ 

住所検索が完了できなかった場合にオペレータが正しい住所を選択することができる住所候補表示ダイ

アログを標準装備しています。 

 

 

ACT位置検索ライブラリ 

 
住所データ 

漢字住所／郵便番号 
住所,ＸＹ座標, 
検索レベル 

GIS System 

 
表示用地図 

地図表示 

住所補正 

データ 

アプリケーション 

【漢字住所検索の住所候補表示】 【郵便番号検索の住所候補表示】 

http://www.act-inc.co.jp/contents/package/product/dk.html
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● 住所補正データ 

新旧市区町村名称を住所補正データとして内蔵しており、すでに廃止された市区町村の住所を検索する

ことが可能です。  
 

● 番地・号レベル住所データ対応 

従来の街区レベルより詳細な、番地・号レベルの住所データに対応。 

全国約５，０００万件の番地・号・地番・枝番を検索することができます。 
 

● 街区レベル住所データの拡充 

街区レベル住所データは、従来の住居表示実施地区の街区データ（注１）に加え、住居表示未整備地区を

含む都市計画区域の街区および番地データ（注２）を収録。これにより、街区レベルの住所データ数は従来

の約７倍（約１，０００万件）に増加しました。 
 

（注１）株式会社昭文社の街区レベル住所データから作成。 

（注２）「街区レベル位置参照情報 国土交通省」を使用して作成。 
 

● 郵便番号データの拡充 

従来の一般の７桁郵便番号に加え、大口事業所の郵便番号検索が可能。 

大口事業所の座標は、郵便番号簿記載住所を本ライブラリの住所検索機能で検索した座標となります。 
 

● ACT距離計算サービス対応（ACT位置検索ライブラリ for GCWS） 

ACT 距離計算サービス対応版は、インターネット経由で ACT 距離計算サービスの住所検索機能を利用

し、常に最新の住所データで住所検索／郵便番号検索を行うことができます。 
 

● 世界測地系対応 

ACT位置検索ライブラリ for Any GISでは日本測地系を使用しています。 

関数インタフェースのフラグ指定、または、初期化ファイルの指定により、座標系を世界測地系に変更す

ることができます。 
 

● 省メモリ・高速化（通常版） 

データ構造、検索ロジックの見直しにより、従来よりも少ないメモリ消費量で高速処理を実現。 

メモリ使用量約１/３（Version 3.0比）、処理速度約５０％アップ（Version 3.0比）。 
 

● 旧バージョンとの互換性 

アプリケーション・インタフェースは旧バージョン（Version 5.0 / 4.0 / 3.0 / 3.1）と互換性を保持。 

旧バージョンで作成したアプリケーションで番地・号レベルの住所検索など新機能をご利用いただけます

（一部の機能を除く）。 
 

● クライアント数ライセンスの採用（通常版） 

従来のＣＰＵ単位のライセンス体系を改め、クライアント数でのライセンス体系を採用。 

スタンド・アローン版を複数のＰＣでご利用いただく場合や、サーバアプリケーションでご利用いただく場合

によりお求め易くなりました。 

 

Version 6.0の主な新機能 

 

● ６４ビットモジュールを追加 

６４ビットアプリケーションに、高度な住所検索機能を組み込むことができます。 
 

● ACT位置検索ツール for MapInfoがMapInfo Pro ６４ビット版に対応 

MapInfoのリボンインターフェースからツールを操作できるようになりました。 



ACT 位置検索ライブラリ for Any GIS 

Advanced Core Technologies, Inc. (20180215) 
Ｆ－3 

 

アプリケーション・インタフェース 

 

標準的な Win32 DLL の関数インタフェースを搭載し、 C#、C++/C、MapBasic 等様々な言語からライブラ

リを呼び出すことができます。ACT距離計算サービス対応版と通常版は共通の API を使用しています。 

下表は、ライブラリの関数の機能一覧です。 

 

 

標準住所検索アプリケーション 

 

ACT 位置検索ライブラリ for Any GISにはMapInfo対応住所検索アプリケーションが添付されています。 

 

ACT 位置検索ツール for MapInfo 

MapInfo 上で稼働する住所／郵便番号検索アプリ

ケーション。（注） 

MapInfo のテーブルに保存されている地点の住所

を読み込み、住所検索結果の経度・緯度から

MapInfo のテーブルにポイントオブジェクトを作成し

ます。検索結果の経度・緯度、住所や検索レベルを

MapInfo テーブルの指定カラムに出力することが

できます。Version 4.0以降では、市区町村コードを

新たに出力することができるようになりました。 

た、検索住所が中央に表示されるように地図を移動

する機能があります。 

 

（注） 本プログラムを使用するには、MapInfo Professional 

Version 10.5 以上（32bit 版）、MapInfo Pro v12.5.3

以上（64bit版）が必要です。 

 

項番 関数の機能 

1 ACT位置検索ライブラリのバージョンを返します。 

2 住所データが正常にインストールされているかをチェックします。 

3 指定した住所文字列を解析し、検索結果住所と経度・緯度を返します。 

4 指定した郵便番号文字列を解析し、検索結果住所と経度・緯度を返します。 

5 指定した住所文字列で解析した結果をダイアログ表示し、ダイアログ上で住所を選択します。 

6 指定した郵便番号文字列で解析した結果をダイアログ表示し、ダイアログ上で住所を選択します。 

7 複数の住所文字列を一括解析し、検索結果住所と経度・緯度を返します。 

8 複数の郵便番号文字列を一括解析し、検索結果住所と経度・緯度を返します。 

9 
テキストファイルに保存されている複数の住所文字列を一括解析し、検索結果住所と経度・緯度を

返します。 

10 
テキストファイルに保存されている複数の郵便番号文字列を一括解析し、検索結果住所と経度・緯

度を返します。 

11 指定した経緯度に最も近い大字・丁目レベルの住所を返します。 
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パッケージの内容 

 

ACT 位置検索ライブラリには下記の物件が含まれています。 

 

● ACT位置検索ライブラリ本体 

● ACT位置検索ツール for MapInfo 

● セットアップマニュアル 

● 関数リファレンス（PDF形式） 

 

動作環境 

 

ACT 位置検索ライブラリの動作環境は下記のとおりです。 

 

● ＯＳ：  Windows 7、 Windows 8.1 、Windows 10（.NET Framework 4.0以上） 

● ＣＰＵ： Core i3 2.0 GHz相当以上 

● メモリ： 1GB 以上 

● ＨＤＤ： 1GB～7GB の空き容量（住所検索レベルに依存） 

● ネットワーク： ACT距離計算サービス対応版をご利用になる場合はインターネット接続が必要です。 

 

（注）ACT 位置検索ツール for MapInfo を使用するには、MapInfo Professional Version 10.5 以上（32bit 版）、MapInfo 

Pro v12.5.3 以上（64bit版）が必要です。 

 

製品ラインナップ 

 

ACT 位置検索ライブラリ（通常版）は住所データのレベル、接続可能クライアント数により価格が異なります。 

 

項番 住所データレベル 
接続可能クライアント数 

1 2～10 11～30 31～50 51～100 無制限 

1 大字・丁目レベル ¥100,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥300,000 ¥400,000 ¥500,000 

2 街区レベル ¥200,000 ¥375,000 ¥500,000 ¥750,000 ¥1,000,000 ¥1,250,000 

3 番地・号レベル ¥500,000 ¥750,000 ¥1,000,000 ¥1,500,000 ¥2,000,000 ¥2,500,000 

（注１）上記価格は税抜き価格です。 

（注２）クライアント数は接続可能なクライアント数を示します。 

（注３）イントラネット内でのご利用に限ります。インターネットでのご利用につきましては弊社までお問い合わせください。 

 

ACT 距離計算サービス対応版（ACT 位置検索ライブラリ for GCWS）は、弊社ホームページから無償でダウ

ンロードすることができます。ACT 距離計算サービス対応版をご利用いただくには、ACT 距離計算サービス

の会員登録が必要です。検索できる住所のレベルは、会員種別により異なります。 

 

以上 
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改正省エネ法対応 CO2排出量算定/シミュレーションパッケージ 

ECO2-Calc＋(エコエコカルク プラス) 

の機能と仕組み 
http://www.act-inc.co.jp/contents/package/product/co2.html 

 

ECO2-Calc＋（エコエコカルク プラス）の概要 

 

ECO2-Calc＋（エコエコカルク プラス）は、改正省エネ

法の定期報告書作成および、モーダルシフトや CO2削

減のシミュレーションを支援するソフトウェアです。 

 

出荷データや配送データなどを取り込み、自動的に荷

主按分や空車処理を行ってエネルギー使用量や CO2

排出量を計算し、定期報告書を作成します。 

 

計算に必要な輸送距離が用意できない場合でも、自動

距離計算機能による算出が可能です。エネルギー使

用量の算出方法は、燃料法、燃費法、改良トンキロ法

の 3方法に加え、モーダルシフトにも対応しています。 

 

シミュレーション機能により、幹線ルートの登録や、フェリー・内航・貨物鉄道・航空を含めた最適ルートの自動

計算を実現します。また、クライアント／サーバタイプの運用に対応しており、管理者によるデータの一元管理

および複数拠点からのデータ入力が可能です。通信には XML Webサービスを使用しており、全国に拠点を

展開する大規模ユーザへの導入も容易です。 

 

特徴 

 

●輸送距離／輸送経路を自動計算 

輸送距離データがない場合には、道路のほか、フェリー・内航・貨物鉄道・航空を含めた経路ネットワークから最適経路および

距離を自動計算します。（実測データの利用や幹線ルートの登録も可能です。） 

 

●クライアント／サーバ形式の運用に対応 

複数拠点からのデータ入力が可能で、データは管理サーバで一元管理できます。 

 クライアント／サーバ間の通信には XML Web サービスを使用しているため、ホームページが閲覧できる環境であれば、特

別なネットワーク構築や設定なしに、容易にシステムを導入することができます。 

 

●シミュレーション補助機能 

データセット（実績データ、マスタデータ、各種標準値）を複数登録し、その組み合わせによるシミュレーションが可能です。 

 

●荷主・輸送事業者双方のニーズに対応 

 運用状況に応じた様々な形態での算出ができ、荷主向け、輸送事業者向けそれぞれの報告書フォーマットを装備しています。

混載輸送時の荷主按分に対応しており、輸送事業者においては荷主へのデータ提供に利用できます。 

 

●定期報告書作成 

 算定結果を、改正省エネ法で課せられる定期報告書フォーマット（マイクロソフト Excel形式）に出力できます。 

 

・荷主企業 

・元請物流企業 等 

・元請物流事業者 

・荷主企業の各部署／支店 等 
・配送センタ 

・委託運送業者 等 

http://www.act-inc.co.jp/contents/package/product/co2.html
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導入イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 

 

■システム形態  

 システム形態 クライアント／サーバ （イントラネット、インターネットの両方に対応） 

■データ入出力  

 データ入力 テキスト形式（csv、タブ区切り）   取込フォーマットを複数定義可能 

 結果データ出力 Microsoft SQL Server 形式   テキスト形式（csv、タブ区切り）に出力可能 

 報告書作成 Microsoft Excel形式 （特定荷主、特定輸送事業者用定期報告書） 

■計算  

 エネルギー使用量 

 ／CO2排出量計算 

改正省エネ法／改正温対法に準拠 

（燃料法／燃費法／改良トンキロ法／従来トンキロ法／荷主按分計算） 

 自動距離計算 
・距離データがない場合の自動距離計算 

・トリップ内の積卸順番データがない場合の自動積卸順番計算 

 輸送経路計算 
・幹線輸送などの末端輸送を考慮した経路情報の登録が可能 

・フェリー、内航、貨物鉄道、航空を含めた最適経路の自動計算が可能 

■集計／シミュレーション  

 集計 年度または期間および、荷主／輸送事業者毎の集計 

 シミュレーション 

 補助機能 

データセット（実績データ、マスタデータ、各種標準値）の複数登録および、これらの組み

合わせによるシミュレーションが可能 

 グラフ機能 データセットの各計算結果のグラフ表示 

定期報告書 

【管理拠点】 【データ入力拠点】 

各部署・工場・配送センタなど 

Microsoft 

SQL Server 

ECO2-Calc＋ 

ACT距離計算パッケージ※ 

【管理サーバ】 
インターネット経由 

ACT距離計算サービス※ 

（※ 選択可能） 

インターネット／イントラネット 

（XML Webサービス） 

一般ユーザ用 

クライアント画面 
管理用 

クライアント画面 

各種 

計算結果 
輸送実績 
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処理の流れ 

 

はじめに、輸送実績の基本となる車両や届先等の地点に関するデータを取り込んで初期設定を行います。 

初期設定後は、配送日毎の輸送実績データを取り込み、エネルギー消費量計算を行います。 

 

エネルギー消費量データや定期報告書は、年次のほか、指定期間（日単位）での出力が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 

日々の輸送実績データ

を取り込みます。 

エネルギー消費量計算 

車両・届先 

データ 

地点間 

輸送距離 

マスタ 

輸送実績データ 基本データ 

・貨物重量 

・積卸地点 

初期設定 

定期報告書作成 

エネルギー 

消費量 

データ 

定期報告書 

車両・届先 

マスタ 

ACT距離計算サーバ 

１． 

車両や届先のデータを

取り込みます。 

手入力や、追加、修正

もできます。 

４． 

取り込んだデータを元

に、各計算方法でエネ

ルギー消費量／CO2排

出量を算出します。 

５． 

算出されたデータは、輸

送事業者、荷主ごとの

識別が可能なため、実

績データとしての提供

が容易です。 

６． 

改正省エネ法に基づく

荷 主 の定 期報告書

フォーマット（Excel）で

の出力を行います。 

Excel ファイルですの

で、出力後のメンテナン

スが可能です。 

２． 

基本となる輸送距離を

設定します。 

取り込み済みの届先

データから自動的に算出

しますが、既存の届先間

距離表の取り込みや、

手動設定も可能です。 

輸送距離の自動計算

は、インターネット経由

で ACT 距離計算サー

ビスを利用します。 
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データの取り込み 

 

●基本データ 

輸送実績データを取り込む前に、あらかじめ届先の住所や、車両の使用燃料・最大積載量などのデータを設

定します。届先地点間の輸送距離表などの利用も可能です。 

手入力、またはカンマ区切り（CSV）、タブ区切り（TSV）形式ファイルでの取り込みが可能です。 

 

●輸送実績データ 

既存の運行管理・配車システムのデータを取り込めます。 

下記のようなデータであれば、輸送距離（実測距離）を持たなくても算定可能です。 

 

【取り込み可能なファイル形式／必要なデータ】 

ファイル形式 カンマ区切り（CSV）、タブ区切り（TSV） 

必要なデータ ・配送日 

・荷主、輸送事業者や車両の区別 

・トリップやオーダに関するデータ（積卸区分・届先地点住所・荷卸順・貨物重量等） 

・（燃料法による計算を行う場合、）燃料使用量 

 

※ 改正省エネ法による算定では、以下のデータが必要とされています。 

算定方法 算定に必要なデータ 

燃料法 燃料使用量 

按分する場合は、荷主別輸送トンキロ 燃費法 燃費、輸送距離 

改良トンキロ法 輸送トンキロ、積載率 

 

輸送距離の自動計算 

 

輸送距離がない場合、届先間の最短輸送距離を自動計算します。 

 

●自動計算の効果 

輸送距離は、輸送実績として輸送区間ごとの把握が難しいにも関わらず、あらゆる計算の基本となります。こ

の値を自動計算することで、輸送距離推計の手間を省き、より精度の高い算定を可能にします。 

 

●自動計算の方法 

インターネット経由で ACT 距離計算サービスを利用します。ACT 距離計算サービスは、デジタル道路地図を

利用して距離計算を行う ASP サービスで、常に最新の道路データ、住所データを使用します。このため、最新

の市区町村統廃合に対応（新旧どちらでも可）しており、走行速度や交通規制、道路の幅員等を考慮した最短

距離を正確に算出します。 

※ ローカル環境に ACT距離計算エンジンを導入いただく形の運用も可能です。 

 

●自動計算の結果の活用 

自動計算で算出される値は実測距離ではありませんが、自動計算で算出される値と実測距離を比較すること

で、環境対策やコストダウンの目安にすることができます。 



ECO2-Calc＋（エコエコカルク プラス） 

Advanced Core Technologies, Inc. (20181011) 

Ｇ－5 

 

エネルギー消費量／CO2排出量算定イメージ 

 

取り込んだデータを車両、トリップ（運行）ごとに集計し、輸送区間・荷主別での計算を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各算定方法によるエネルギー消費量／CO2排出量計算 

取り込んだデータ 

 トリップごとの集計 

 

 
 

 

 

20km 100km 60km 50km 

8 トンキロ 100 トンキロ 54 トンキロ 

120 トンキロ 55 トンキロ 

400kg 
積 

1,000kg 

積 

100kg 
卸 

1,000kg 
卸 

600kg 
積 

500kg 
積 

900kg 
卸 

500kg 
卸 

センタ 届先Ｂ 届先Ｃ センタ 

荷主Ａ 

荷主Ｂ 

届先Ａ ．．． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区間・荷主別輸送トンキロデータ 

積載率データ 等 

１トリップあたりの 

区間・荷主別輸送トンキロ 

区間・荷主別データの取得 

荷主Ａ：162 トンキロ 荷主Ｂ：175 トンキロ 
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混載時の荷主別エネルギー消費量／CO2排出量の算定（荷主按分） 

 

燃料法、燃費法においては、トリップの輸送区間ごとのエネ

ルギー消費量／CO2 排出量について、荷主別貨物重量で

の按分をし、荷主別エネルギー消費量／CO2 排出量を求

めます。 

この値を、車両単位、あるいは、一定期間で集計して、荷主

ごとの計算値とします。 

 

 

 

出力データ 

 

エネルギー消費量算定結果を、定期報告書フォーマット（マイクロソフト Excel）や、テキスト形式（TSV）で出力

します。結果は、車両・トリップ・荷主単位で、エネルギー消費量のほか、輸送距離、輸送重量（トンキロ）、CO2

排出量などを出力します。 

 

動作環境 

 

ECO2-Calc＋をご利用いただくには、下記の環境が必要です。 

 

≪サーバ≫  

Windows Server 2008 R2／2012／2012 R2／2016が稼働するサーバ  

Microsoft SQL Server 2012／2014／2016／2017 

インターネット回線（必須）  

≪クライアント≫  

Windows 7、8.1、10が稼働するパーソナルコンピュータ  

インターネット回線（必須）  

定期報告書の出力にはマイクロソフト Excelが別途必要です。 

 

姉妹製品ECO2-Calc（エコエコカルク） 

 

ECO2-Calc＋のスタンドアロン版です。機能を、改正省エネ法の報告に必要最低限の計算および定期報告書

作成に限定しており、1台の PCでご利用いただくことができます。 

比較的小規模な運送業者や、荷主企業の各部署・支店等、データが少量の場合に適しています。 

 

 

以上 
※Windows、Excelおよび SQL Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

※記載されている製品・商品名等は、各社の登録商標または商標です。 

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。 

１トリップ 

１車両 

１日 

年度や 
指定期間  

・ 
・ 
・ 

荷主Ａ 

荷主Ｂ 

荷主Ｃ 
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