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Androidによるマルチモーダルナビゲーションシステムの
開発

藤木 智1,a) 古庄 裕貴1,b) 中西 恒夫1,c)

概要：大型商業施設や観光地周辺，あるいはイベント時の道路渋滞は大きな問題である。一方，地図サー
ビスをはじめとする各種 APIの充実により，複数の交通機関に関するリアルタイム情報に基づく高度なマ

ルチモーダルナビゲーションサービスをスマートフォン上で提供することが可能となっている。そこで，

渋滞時に現在地周辺の鉄道の最寄り駅とその周辺の駐車場を探し，その駐車場までのルート，その駐車場

から目的地までの鉄道と徒歩を組み合わせた代替ルートを提示，マルチモーダルナビゲーションを行う

Android向けアプリケーション，Car-Park-Railアプリケーションを試作する。同アプリケーションの評

価を通して，鉄道ルートや駐車場の推薦アルゴリズムの洗練化が実用化に向けた課題として認められた。

Development of a Multi-Modal Navigation Application for Android

Abstract: The traffic jam around big commerce facilities and famous sightseeing spots is still a matter of
social concern. On the other hand, various API services including map services make it possible to provide a
sophisticated multi-modal navigation service based on real-time information of multiple transport modes on
the smartphone. This article introduces an Android application, Car-Park-Rail application, for multi-modal
navigation that presents alternative routes with railway and pedestrian’s mobility. The application finds
the nearest station and its close parking lots of the present location as well as introduces alternative routes
from the selected parking lot to the destination by train and walking. Needs of sophisticated recommen-
dation algorithms for railways and parking lots are recognized through evaluation of the prototype of the
Car-Park-Rail application,

1. はじめに

今日の自動車には，ドライバの運転支援や快適性向上，

事故の予防，事故時の被害の軽減等の目的のために，さま

ざまな機能を持った車載機器が搭載されている。こうした

車載機器のうち，ナビゲーションシステムは量の面でも密

度の面でも，ドライバと最も情報のやり取りをするもので

あろう。かつてのナビゲーションシステムはあらゆる静的

データを機器内に蓄積し，渋滞情報等の限られた動的デー

タについては，VICSで配信される限られたものを利用す

るケースが多かった。しかし，過去十余年のモバイルネッ

トワークのサービス地域の拡大と広帯域化により，最新の

地図やランドマーク等データベースの更新に始まり，イン
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ターネットとの常時接続によるリアルタイムでの交通渋滞

情報の取得し，交通状況を考慮したルート案内をすること

がいまや可能となっている。

一方，スマートフォンの普及により，ナビゲーションシ

ステムのハードウェア，ソフトウェアもまた変革が進んで

いる。かつてのナビゲーションシステムは，独自のハード

に独自仕様のオペレーティングシステムを載せ，固定され

たアプリケーションを搭載したものであった。しかしなが

ら，スマートフォンの高機能化や大画面化，OBD II端子

を介した車両からのデータ取得の容易化，インターネット

上での地図サービスの API提供により，スマートフォン

上でも遜色ないナビゲーションを行うことが可能になって

いる。インターネット上では，地図サービスに限らず，さ

まざまな情報サービスが APIのかたちで公開されるよう

になっており，これらサービスを利用することで，過去の

「閉じた」ナビゲーションシステムより一層高度なナビゲー

ションシステムを提供することすら可能となっている。ス
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マートフォンは運転中の操作性に若干の難はあっても，自

動車というモノに付設されるのではなく個人によって持ち

運ばれるものであるから，自動車での移動のみならず，公

共交通機関や徒歩での移動を含む，個人のすべての移動を

支援できる点にも利点がある。こうしたスマートフォンで

は Android や iOS がデファクトスタンダードのオペレー

ティングシステムとして使われている。

自動車保有台数は頭打ち気味ではあるものの [1]，依然，

大型商業施設や観光地周辺，あるいはイベント時の道路渋

滞は大きな問題であり，地元住民や旅行者のフラストレー

ションの要因となっている。幸いに我が国は鉄道，バス等

の公共交通が充実しており，かつ都市部ではコイン駐車場

も増えており [2]，自動車と公共交通，駐車場を組み合わせ

た移動は，こうした渋滞問題の改善に大きく寄与し得るも

のである。

上述の背景を踏まえて，本稿では，大型商業施設や観光

地周辺，あるいはイベント時のスポット的な渋滞に焦点を

当て，リアルタイムの交通情報と駐車場情報を利用して，

現在地周辺の駅の検索，その駅付近の空き駐車場の検索，

公共交通機関や徒歩での目的地までの移動を誘導する，マ

ルチモーダルナビゲーションのためのスマートフォン向け

アプリケーションである，Car-Park-Railアプリケーショ

ンを試作する。

以下，第 2節ではマルチモーダルナビゲーションについ

て述べ，第 3節では Car-Park-Railアプリケーションの実

現について述べる。第 4節では同アプリケーションを試用

し，実用化に向けた課題について述べる。最後に第 5節で

本稿を総括する。

2. マルチモーダルナビゲーション

交通／物流分野において，マルチモーダルモビリティと

は，ヒトやモノの移動を個人規模や社会規模で効率化すべ

く，自家用車，タクシー，レンタカーやカーシェアリング，

鉄道・バス・航空・船舶等の公共交通機関，その他の移動

手段を連携させることを意味する。本稿では，自動車のみ

での移動にこだわらず，自動車と自動車以外の交通手段を

組み合わせることにより，より目的地に早く着く移動手段

を提示し，ドライバの移動に係る意思決定を支援するマル

チモーダルナビゲーションについて論じる。

我が国における高度交通システム（ITS）のアプリケー

ションを体系化した（いささか古いものではあるが）「高

度道路交通システムに係るシステムアーキテクチャ」[3]で

は，ITSに関する 9つの開発分野，21の利用者サービス，

56の個別利用者サービス，172のサブサービスを定義して

おり，その中で定義されている以下のサブサービスがマル

チモーダルナビゲーションの具体例となる。

• 他機関の運行状況情報の提供: 移動中のドライバの

他の交通機関へ乗り継ぎを支援し，複数の交通機関の

適切な利用分担を図るため，鉄道や航空機，フェリー，

バス等の運行状況情報や利用可能情報等を，オンデマ

ンド等に対応したナビゲーションシステムや情報提供

装置により入手可能とする。

• 駐車場情報の提供: 目的地において駐車場を確保しよ

うとする移動中の一般ドライバや身体障害ドライバ等

の利便性の向上を図るため，目的地や目的施設等に応

じ，利用可能な駐車場に関する営業時間，料金，満空

情報等の情報を，オンデマンド等に対応したナビゲー

ションシステムや情報提供装置により入手可能とする。

• 駐車場の予約: 目的地に駐車しようとする移動中の

ドライバの利便性の向上を図るため，車内において，

オンデマンドに対応した情報提供装置により駐車場の

予約を行う。

• トラブル遭遇時の公共交通機関への乗り継ぎ情報の提
供: 車両の故障，病気等のトラブルに遭遇し旅行計画

の変更を余儀なくされた移動中のドライバの利便性の

向上を図るため，公共交通機関の現在の運行状況や満

空などの利用可能情報，乗り換え地点から目的地まで

の所要時間の情報を，オンデマンド等に対応したナビ

ゲーションシステムや情報提供装置により入手可能と

する。

3. Car-Park-Rail アプリケーションの開発

本稿では，自動車での目的地へ移動中に渋滞にあった場

合，現在地最寄りの鉄道駅近辺の駐車場を検索，誘導し，

さらに鉄道への乗り換えを案内する Car-Park-Rail マルチ

モーダルナビゲーションのための Android アプリケーショ

ンを試作する。

3.1 アプリケーションの概要

試作するアプリケーションは，自動車で目的地に向かっ

ている途上で渋滞に巻き込まれた際に，自動車での移動を

あきらめて鉄道を利用するケースを想定しているため，以

下の機能を設けるものとする。

• 目的地の検索
• 現在地から指定した場所への車での移動経路の表示
• 現在地からの最寄り駅、およびその周辺の駐車場、目
的地からの最寄り駅の検索

• 現在地から指定した場所への複数の交通手段を用いた
移動経路の表示

• 車を駐車した駐車場の位置情報の登録、削除
当該アプリケーションは，自動車，鉄道，徒歩によるマル

チモーダルモビリティを支援するその性格上，個人によっ

て持ち運ばれるスマートフォン上のアプリケーションとし

て開発する。OSはAndroid 6 以降をサポートする。また，

一事業主体でさまざまな施設の位置情報や交通情報を集め

るのは不可能であるため，各種APIやオープンデータを利
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用して，目的地や中継地の位置情報，現在地からそれらの

地点への自動車や徒歩による移動経路の取得を行うことと

する。

3.2 ユーザインターフェイスの設計

Car-Park-Railアプリケーションでは，画面上になるた

け広く地図を表示すること，誰でも扱えるよう操作を簡単

にすることを目指し，ユーザインターフェースを設計す

る。また，車の運転中に画面を操作しなければならないこ

と，スマートフォン上で利用することを想定しており通常

のカーナビゲーションシステムよりも画面が小さいことを

考慮に入れなければならない。そこで，操作ボタンは画面

下部に１つだけ表示し，ワンボタンでシステムの操作が行

えるようにするユーザインターフェースの設計方針を定め

ている。

上述の設計方針のもと，Car-Park-Railアプリケーショ

ンには以下の画面を設ける。各画面で指定のボタンを押す

ことによって順番に状態を遷移し、各状態からバックボタ

ンを押すことにより前状態に戻ることができる。

• 初期画面: 現在地を中心とする地図と検索欄を表示

し，検索欄に目的地を入力し，検索を実行することで

次の目的地表示画面に遷移する。

• 目的地表示画面: 目的地を中心とした地図を表示す

る。画面下の「ルート表示」ボタンを押下することで

経路表示画面へ遷移する。

• 経路表示画面: 現在地から目的地までの経路を Google

Directions API[4]を用いて検索し，得られた経路がす

べてが収まるように地図の縮尺を調整し，現在地から

目的地までの自動車での移動経路全体と所要時間，距

離を表示する。画面下の「ナビゲーション」ボタンを

押下することでナビゲーション画面に遷移する。

• ナビゲーション画面: 地図を手動でスクロールしな

くてもよいよう，一定距離移動するたびに現在地が画

面中央となるように地図を表示し，目的地までの経路

を案内する。画面下の「マルチモーダル」ボタンを押

下することにより，マルチモーダルナビゲーション画

面に遷移する。この状態からバックボタンを押した場

合，前に表示していた画面に遷移する。

• マルチモーダルナビゲーション画面: 現在地の最寄

り駅とその周辺の駐車場，ならびに目的地の最寄り駅

を検索し，自動車と鉄道と徒歩とを組み合わせた新た

な経路を再表示する。

• 駐車場ナビゲーション画面: 自動車を駐車した駐車

場に戻るための鉄道と徒歩による経路を案内する。

3.3 最寄り駅の検索

本稿執筆時点で乗換案内を行う無償の APIがないため，

今回開発している Car-Park-Railアプリケーションでは，

無償の最寄り駅情報APIを利用した鉄道ルート検索ロジッ

クを実装している。現在地，ならびに目的地の最寄り駅の

検索には HeartRails Express が提供する最寄り駅情報取

得 API[5]を利用する。

一般に，現在地，目的地の最寄り駅の組み合わせは複数

考えられる。そこで，Car-Park-Railアプリケーションで

は，現在地の最寄り駅候補群と目的地の最寄り駅候補群と

を比較し，それぞれの路線が一致する組み合わせを調べ，

かつそうした組み合わせの中で目的地に距離的に最も近い

駅を含むものを，最良のものとして選択することにする。

また，路線の一致する組み合わせが見つからない場合には，

次善策として，目的地の最寄り駅候補群のそれぞれの駅に

ついて，その駅と同一の路線上にある駅のなかで現在地に

最も近い駅を現在地の最寄り駅と見做すことにする。自動

車での移動は徒歩での移動に較べて移動距離に関する制約

を緩くできる。そのため，徒歩を強いられる目的地最寄り

駅の検索は距離の最小化を図る方針で，自動車が使用でき

る現在地最寄り駅の検索は距離以上に乗換えを最小化する

方針で，上述のような鉄道ルート検索ロジックとしている。

現在地，目的地の最寄り駅検索の例を示す。図??に示す

ように，A駅から E駅に至る鉄道路線と，B駅からD駅に

至る鉄道路線があり，現在地と目的地がこれらの鉄道路線

の近くにあるものとする。目的地最寄り駅候補として目的

地から近い順に C駅と D駅が選択され，現在地最寄り駅

候補として E駅のみが選択されたものとする。この場合，

目的地から最も近いのは B-C-D線の B駅であるが，現在

地の最寄り駅群には同路線の駅ははない。そのため，B駅

と同じ線，すなわち B-C-D線上の現在地に最も近い駅，B

駅が現在地最寄り駅として選択される。

3.4 駐車場の検索

駐車場の検索にはGoogle Places API[6]を利用する。緯

度と経度，半径，施設の種類を指定してこの APIを呼び出

すことにより，緯度，経度で指定された位置の指定された

半径内の，指定された種類の施設を検索することができる。

施設の種類は，コンビニエンスストア，公園，図書館，空

港などさまざまなものを指定できるが，Car-Park-Railア

プリケーションの場合は駐車場（parking）を指定する。

しかしながら，Google Places API で，駐車場を検索す

ると，コインパーキングのような不特定多数に提供されて

いる駐車場のみならず，病院や図書館，ホテルといった特

定の施設を利用する人のみに提供されている駐車場や自転

車を停めるための駐輪場まで検索される。Car-Park-Rail

アプリケーションの場合は，不特定多数に提供されている

駐車場が選択される必要がある。そこで，Google Places

API で得られた駐車場一覧の中から，名前に「駐輪場」，

「病院」，「図書館」，「ホテル」といった語を含む駐車場は候

補から除外するようにする。これらの語はブラックリスト
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図 1 画面一覧： 初期画面（上段左），目的地表示画面（上段中），経路表示画面（上段右），ナ

ビゲーション画面（下段左），マルチモーダルナビゲーション画面（下段中），駐車場ナビ

ゲーション画面（下段右）
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に登録することで，除外ポリシをブラックリストの更新の

みで変更できるように実装している。

3.5 駐車場へ戻るときの経路案内

Car-Park-Rail アプリケーションを使って，鉄道で移動

し，目的地等で用務を果たした際は，駐車場まで自身の自

動車を取りに戻る必要がある。道を覚えるのが苦手なユー

ザのために，Car-Park-Rail アプリケーションでは駐車場

に戻ってくるためのルートを案内できるよう，駐車場の位

置を記録する機能を設けている。この機能は，巨大な屋外

駐車場で駐車位置を記録するのにも利用できる。

渋滞等の理由により目的地への移動を鉄道での移動に切

り換えたユーザは，駐車場に自動車を停める際に，画面上

の「登録」ボタンを押すことで，駐車位置を Car-Park-Rail

アプリケーションに記録することができる。この記録はア

プリケーション終了後も保存される。

駐車位置が登録されている間，画面上には「駐車場」ボ

タンと「削除」ボタンが表示される。駐車場に戻りたい場

合は，「駐車場」ボタンを押下することで駐車場までの鉄道

での経路が表示される。また，駐車場の位置情報が必要な

くなれば，「削除」ボタンを押下することで，駐車位置の記

録を削除することができる。

一方，アプリケーションを終了させた後，再度アプリケー

ションを起動する際，駐車位置が保存されている場合は，

アプリケーションは図 2に示すダイアログを表示し，駐車

場へのルート案内を行うかユーザに尋ねる。ユーザが駐車

場へのルート案内を希望した場合（「はい」ボタンを押下し

た場合）は保存されている駐車位置へのルート案内を開始

し，希望しなかった場合（「いいえ」ボタンを押下した場

合）は初期画面を表示して通常の目的地検索ができるよう

にする。また，すでにユーザが駐車場で自動車を取り返し
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ているなどで駐車位置の登録抹消を希望した場合（「削除」

ボタンを押下した場合）は，駐車位置の記録を削除する。

駐車位置を保持する機能はAndroidのプリファレンスを

利用して実現している。プリファレンスは，任意のキーと

値の組み合わせによって，任意のデータを保存，復元でき

る仕組みであり，データは XML形式で記録される。

図 2 確認ダイアログ

4. 評価

本節では，試作した Car-Park-Railアプリケーションを

実際に用い，実用化に向けての課題を明らかにする。

4.1 評価方法

西日本鉄道・福岡（天神）駅近くにある警固公園に向かう

途上，JR・博多駅南側の音羽公園付近で渋滞に巻き込まれ

たことを想定し，同地周辺でマルチモーダルナビゲーショ

ンに切り換えたときに，Car-Park-Railアプリケーション

が仕様通りの振舞いをするか検証するとともに，実用化に

向けた課題を抽出する。博多駅から福岡駅にかけての区域

で Car-Park-Railアプリケーションをテストする理由は，

当該区域は，JRは鹿児島本線，博多南線，山陽新幹線，九

州新幹線，福岡市営地下鉄は空港線，七隈線，西日本鉄道

は天神大牟田線といくつもの鉄道路線があり，それらの路

線の駅が多く存在しており，同アプリケーションの利用が

大いに見込まれる交通環境にあるためである。

4.2 評価結果

実際に，音羽公園付近で Car-Park-Railアプリケーショ

ンをマルチモーダルナビゲーションに切り換える直前の，

警固公園までの自動車による経路を表示している様子を図

3に示す。

実際に音羽公園付近で Car-Park-Rail アプリケーション

図 3 自動車での目的地までの経路

をマルチモーダルナビゲーションに切り換えた。このと

き，現在地最寄り駅候補として検索された駅は福岡市営地

下鉄空港線，JR鹿児島本線・博多南線・山陽新幹線・九州

新幹線の博多駅，ならびに福岡市営地下鉄空港線の祇園駅

および東比恵駅の 7つが，目的地最寄り駅候補として検索

された駅は西日本鉄道大牟田本線の福岡駅，福岡市営地下

鉄空港線の天神駅，福岡市営地下鉄七隈線の天神南駅の 3

つが選択された。3.3節に述べたロジックにより，最終的

に現在地最寄り駅として福岡市営地下鉄空港線の博多駅，

目的地最寄り駅として同線の天神駅，現在地最寄り駅に近

い駐車場としてパーク NET博多駅中央街駐車場が選択さ

れた。全体の経路は以下の通りである。

( 1 ) 同地からパーク NET博多駅中央街駐車場までの自動

車による移動

( 2 ) パーク NET博多駅中央街駐車場から福岡市営地下鉄

空港線博多駅までの徒歩による移動

( 3 ) 福岡市営地下鉄空港線博多駅から同線天神駅までの地

下鉄による移動

( 4 ) 福岡市営地下鉄空港線天神駅から警固公園までの徒歩

による移動

音羽公園付近からパーク NET博多駅中央街駐車場まで，

同駐車場から福岡市営地下鉄空港線博多駅まで，博多駅か

ら同線天神駅まで，天神駅から警固公園まで至る経路は，

図 4（左）のように示された。この図の，選択された駐車

場近辺，（右）は鉄道への乗換え箇所を拡大表示した様子を

それぞれ図 4（中）と（右）に示す。

Car-Park-Railアプリケーションでは，目的地で用務を

果たした後，駐車場に戻ってこれるように，マルチモーダ

ルナビゲーションに切り換えた際に，選択された駐車場の

駐車位置を登録できるようにしている。その様子を図 5に

示す。

警固公園から駐車場までの鉄道を利用した復路として，

c⃝ 2019 Information Processing Society of Japan 5



情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

図 4 駐車場までの経路と鉄道，徒歩による目的地までの経路の表示

図 5 駐車位置の登録

以下のような経路が提示された。

( 1 ) 警固公園から福岡市営地下鉄空港線天神駅までの徒歩

による移動

( 2 ) 福岡市営地下鉄空港線天神駅から同線博多駅までの地

下鉄による移動

( 3 ) 福岡市営地下鉄空港線博多駅からパーク NET博多駅

中央街駐車場までの徒歩による移動

復路のナビゲーションの様子を図 6に示す。

以上のように，Car-Park-Railアプリケーションが，目

的地の検索，目的地および現在地の最寄り駅の検索と選択，

現在地からの最寄り駅周辺の駐車場の検索，駐車場から目

的地までの鉄道と徒歩による経路表示に関して仕様通りの

振舞いをすることが評価を通して確認された。また，駐車

位置の保存，駐車場に戻るルートのナビゲーションに関し

ても，仕様通りの振舞いをすることが確認された。

4.3 実用化に向けての課題

Car-Park-Railアプリケーションの試作と評価を通して，

以下の課題が明らかになった。

鉄道ルートの推薦アルゴリズム: 現在は，目的地から

そう遠くないところで渋滞に巻き込まれたとの前提のもと

で，3.3で述べた単純なロジックで，鉄道による目的地ま

での経路をひとつ選択している。現実の鉄道ルートの選択

では，目的地への到着時間や駅での待ち時間，駐車場から

駅のプラットフォームに行くのに要する時間（切符の購入

等に要する時間も含む），電車がやってくる頻度なども検

討に入れたうえで鉄道ルートを選択している。より確実で

快適な鉄道による目的地への移動のために，これらの因子

を考慮にいれて，いくつかの鉄道ルートを選択する推薦ア

ルゴリズムの開発が必要である。

駐車場の推薦アルゴリズム: 現在地最寄り駅付近の駐

車場を検索するにあたり，現在の実装では，現在地最寄り

駅周辺の駐車場のうちホテルなどの特定の施設を利用する

人のみに提供されている駐車場，ならびに駐輪場を除外し

たうえで，現在地最寄り駅に最も近い駐車場をひとつ選択

するようにしている。しかしながら，一般には街中には多

数の駐車場が存在する。ドライバが実際に駐車場を選択す

るときには，駐車場まで行くのに要する時間，大きな駐車

場では空きスペースを探すまでの時間，予想される駐車料

金，駐車のしやすさ，雨の日には駅まで濡れずにいけるか，

周辺の治安などさまざまな事柄を考慮に入れて駐車場を選

択している。こうした因子を考慮に入れて，いくつかの駐

車場を選択する推薦アルゴリズムの開発が必要である。

GPS 測位不可能な場所でのナビゲーション: 現在の

実装では，移動中のナビゲーションに GPSを用いている

ため，トンネル内，電車内，地下街や地下鉄構内，屋内

駐車場といった場所では測位，ひいてはナビゲーション

が一時的にできない状態となる。GPS 測位のみならず，
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図 6 駐車場への復路のナビゲーション

Wi-Fiの SSIDを用いた位置情報取得手段や加速度センサ，

ジャイロセンサによるデッドレコニング等の測位手段の

併用が望まれる。もっともこれは本稿で論じているマルチ

モーダルナビゲーションとは独立した問題であり，単純に

Car-Park-Railアプリケーションの実装に用いる技術を選

択する問題に過ぎない。

5. まとめ

本稿では，渋滞等の理由により目的地までの自動車のみ

による移動に相当の時間を要する場合に，付近の駅から目

的地の最寄り駅までを鉄道で移動する代替ルートの提示

とナビゲーションを行う，マルチモーダルナビゲーション

について論じた。そのようなマルチモーダルナビゲーショ

ンを実現すべく，現在地周辺の駅の検索，その駅付近の駐

車場の検索とそこまでのナビゲーション，駐車場から目

的地までの鉄道と徒歩による移動のナビゲーションを行

う Android向けアプリケーション，Car-Park-Rail アプリ

ケーションを試作した。

試作したアプリケーションは当初の仕様を満足してい

るが，実用化に向けた課題は少なくない。今後の課題とし

ては，有償サービスを利用すれば解決できるもの，新たな

サービスの登場を待たなければ解決できないもの，既存の

技術の導入で解決できるものとが混在しているが，以下の

ようなものが挙げられる。

• 複数の経路の候補表示
• リアルタイムの鉄道の運行状況の考慮
• リアルタイムの駐車場の空き情報の考慮
• 鉄道や駐車場の料金の考慮
• 鉄道以外の移動手段を含めたマルチモーダルナビゲー
ション

• 自動車運転中の操作に耐えるユーザインターフェイス
の改良

• トンネル，地下街，屋内駐車場内など GPS受信不可

能な場所でのナビゲーション

昨今は，自動車を所有することなく，必要なときに「自動

車による移動」をひとつのサービスとして購入するMaaS

（Mobility as a Service）が脚光を浴びつつある。円滑な利

用には情報通信技術の支援が欠かないMaaSと個人の移動

を包括的に支援するスマートフォンによるナビゲーション

システムとは補完的な関係にある。目的地最寄り駅からの

目的地への移動にMaaSを利用する，目的地から駐車場ま

での移動にMaaSを利用するなど，MaaSの利用を想定し

た，さらにはMaaSでの利用を想定した Car-Park-Railア

プリケーションの機能拡張も将来的な検討課題である。
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