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報道関係各位 

平成 18 年 3 月 1 日 

 

株式会社ソフトクリエイト 

 
FOMA の電界強度を測定するソフトウェア 

「簡単電測」を開発、販売開始 
～ダウンロードするだけで測定環境を実現。組込機器メーカー各社の第三世代携帯対応策を支援～ 

 

Web ソリューションを中核としたシステムインテグレータの株式会社ソフトクリエイト（本社：東京都渋谷

区 代表取締役社長：林 勝、大証ヘラクレス：証券コード 3371、以下「ソフトクリエイト」）は、このたび株

式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 中村維夫、東証一部：証券コー

ド 9437、以下「NTT ドコモ」）が推進する回線サービス「FOMA（※1）」の電界強度（※2）測定を支援する

新製品、FOMA 電界強度測定システム「簡単電測」を開発し、本日より販売を開始いたします。 

現在、携帯電話業界において、世界標準規格である第三世代携帯電話のインフラが全国的に整備さ

れ、同時にさまざまな回線サービスも充実してまいりました。これにより、従来方式の通信回線で提供さ

れている各種ソリューションサービス（タクシーや宅配便でのクレジットカード決済、バスの運行状況確認、

自動販売機のリアルタイム在庫管理など）を継続するために回線モジュール組込機器メーカー各社は、

第三世代携帯電話（FOMA）回線サービスへの対応をすることが急務となっております。 

 

ソフトクリエイトはこれまで、NTT ドコモからの依頼のもと 10 年以上にわたり移動体通信の研究・開発

に取り組んできており、わが国自動車レースの最高峰「全日本選手権フォーミュラー･ニッポン」走行中で

の高速移動体通信実験をはじめ多くの共同プロジェクトに参画してきました。この経験から生まれたのが

今回発売する「簡単電測」です。ASN.1（※3）を使用した移動機制御、USB ドライバ、OBEX（※4）など独

自に開発したコア技術が、ソフトウェアによる電界強度測定という画期的なシステムを生み出しました。 

 

従来の電界強度測定は、ハードウェアを含めての専用機材が多く、多機能性を求めるがために、取り

扱いが複雑で持ち運びにも制限があり、測定には電波（電磁気学）などの専門知識が不可欠でした。ま

た、計測結果においても、計測地点の客観的なデータを取得できるにすぎず、実際の移動機端末がどの

ような状態にあるのかを把握しづらいという問題がありました。 

 

新開発の「簡単電測」は、お手持ちのノートパソコンなどに専用ソフトウェアをダウンロードするだけで

手軽に FOMA 環境測定ができる電界強度測定システムです。電波に関する専門知識も、専用の機材も

必要ありません。操作も非常にシンプルで、ノートパソコンをもって現場に行くだけでどなたにも簡単に計
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測できます。しかも、これまでのような計測器による客観的データではなく、実際に使用する FOMA をパ

ソコンにつなぎ、FOMA の機種毎に電波状況を調べることができます。 

 

今回の電界計測分野におけるソフトウェアプロダクトの開発は、NTT ドコモとの強い信頼関係とソフト

クリエイトの高い技術力の融合によるものです。今後ソフトクリエイトは、開発した独自技術を組込機器メ

ーカー各社へ積極的に提供していき、通信・運輸・物流をはじめあらゆる分野で FOMA でのソリューショ

ンサービスの普及に貢献します。 

 

まず電界強度の測定のみに機能を絞り込んだスタンダード・エディションを市場へ投入し、初年度

2,000 ライセンスの販売を目指します。その後、今年の 8 月頃を目処に、多機能・高スループットを実現す

るプロフェッショナル・エディションをリリースする予定です。 

 

（※1）FOMA ： NTTドコモが2001年5月に試験サービスを開始し、同年10月から本サービスを開始したIMT-2000方式に

よる携帯電話サービス。携帯電話の世代としてはアナログ方式、PDC方式に次ぐ第3世代に位置する。 

（※2）電界強度 ： 携帯電話がうける基地局からの電波の受信感度。 

（※3）ASN.1 ： データの構造を定義する言語の一つで、主にコンピュータ間の通信プロトコルを規定するために使われる。

ASN.1 自体はプロトコルの「ひな型」にあたる。 

（※4）OBEX ： IrDA のオブジェクト交換プロトコル。Bluetooth 上でも使うことができる。 

 

＜ご参考情報＞ 

■「簡単電測」の主な特長 

 専用機材は不要。お手持ちのパソコンにソフトをダウンロードするだけ。 

従来の電界強度計測システムの多くは専用アンテナやスペクトラム・アナライザなど高価な機材と複

雑な使用説明が必要でしたが、本システムはお手持ちのパソコンにソフトウェアをダウンロードするだけ。

面倒な設定は一切ありません。もちろんコストも格安です。 

 FOMA を実際に利用する場所で、リアルな状況（移動速度など）でデータを収集。 

これまでの専用機材による条件付データ収集や分析と違い、本システムは実際にご利用いただく地

点でご利用予定の移動体端末を使って実データを計測できますので、開発機材へのダイレクトな情報を

収集できます。これにより、検証時間は大幅に短縮されます。 

 シンプルな機能、カンタン操作。 

スタンダード・エディションは、取得できる情報を電界強度の指標となる数値 (スループットと RSCP（※

5）)のみに絞りこんだシンプル版です。高度な無線技術や第三世代携帯電話の専門知識も必要なく、だ

れにでもカンタンに使いこなせます。 

 ファイル名自動生成機能で計測データを効率的に有効活用。 

計測データを CSV 形式ファイルに出力することが出来ます。ファイル名は日付と連番を付加し自動生

成されるため、膨大な計測データも容易に整理でき効率的に活用できます。 
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 GPS や地図ソフトとの連動によるグラフィカル表示。 

オプションの GPS ユニットを一緒にご利用いただくことで、取得したデータ場所の位置情報が記録され

ます。さらに地図ソフト、地図ビューアを使用し連動させることで計測ポイントが一目でわかるグラフィカ

ル表示を実現します。 

 

（※5）RSCP ： 携帯電話が基地局から受け取る受信電力の値。なお、携帯電話は基地局からの受信電力が一番強い基

地局を中心に通信を行います。干渉等による通信不安定要素の計測には、RSCP以外の値も参照可能な「簡単電測」プロ

フェッショナル・エディションにて対応します。 

 

 

■簡単電測（スタンダード・エディション）の製品機能 

 標準機能 

● 計測機能  非通信状態の電界強度計測機能／通信時の電界強度計測＆スループット 

         計測機能／GPS 位置計測機能（オプションの GPS ユニット装着時） 

● ファイル機能  計測データ保存機能／ＣＳＶデータ保存機能／設定ファイル保存機能 

● 設定機能  GPS ユニット設定機能（オプションの GPS ユニット装着時）／COM ポート設 

定・検査機能／計測種類変更機能 
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● ヘルプ機能  電子マニュアル表示 

● オプション機能  地図ビューアとの連動 

 

 推奨動作環境 

 CPU  Pentium ||| / Celeron 800MHz 以上 

 メモリ容量 256MB 以上 

 HDD 容量 100MB 以上（地図ビューア、ログデータ使用時を除く） 

 対応 OS Windows 2000 Pro(SP4)以上 

 ビデオ  XGA 以上フルカラー グラフィックカード及びディスプレイ 

 その他 USB ポート（Universal Serial Bus Specification Rev1.1 準拠）※6 

PCMCIA Type||以上のカードスロット 

※6 ： 接続時には FOMA USB 接続ケーブルが必要です。 

 

 対応 FOMA 端末 

FOMA900i シリーズ、901i シリーズ、901iS シリーズ、902i シリーズ、 

FOMA700i シリーズ、701i シリーズ、702i シリーズ、 

FOMA アダプタ UM01-K0 専用アダプタ及び専用治具 

※UM-K01 は一部機能が他機種をご利用の場合と異なります 

 

 販売方法 

● 当社専用サイト（http://www.softcreate.tv/）からのお申し込みとなります。 

※実際の購入は、当社インターネット通販サイト「特価ＣＯＭ」からです。 

● 予定販売価格 

・簡単電測（スタンダード・エディション)  ¥30,000（税別）／CPU 

【オプション】 

・地図ビューア（スタンダード・エディション）※7 ¥30,000（税別）／CPU 

※別途以下の機材のご準備が必要となります。 

・GPS ユニット HOLUX 社 GM-270（推奨） 

・地図ソフト アルプス社「プロアトラス SV」シリーズ※8 

※7 ： ご利用にあたっては当社指定の GPS ユニット及び地図ソフトのご購入が別途必要となります。 

※8 ： 本商品以外への対応は行えません。 

 

■ 「簡単電測」について 

 http://www.softcreate.tv/ をご参照ください。 
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■ 「ソフトクリエイト」について 

 名称 ： 株式会社ソフトクリエイト 

 設立 ： 昭和 58 年 5 月 

 本社 ： 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 

 代表者 ： 代表取締役社長 林 勝 

 上場年月日 ： 平成 17 年 4 月 20 日（大証ヘラクレス：証券コード 3371） 

 資本金 ： 8 億 2,056 万 7,985 円（平成 18 年 1 月末現在） 

 売上高 ： 69 億 9,515 万円（平成 17 年 3 月期） 

 社員数 ： 205 名（平成 17 年 10 月 1 日現在・役員を除く） 

 事業内容 ： 電子商取引を目的とした Web サイト構築などの IT に関する総合的なサービスの提供 

 詳しくは http://www.softcreate.co.jp/ をご参照ください。 

 

===================================================================================== 

○本件に関するお問い合わせ先 

  株式会社ソフトクリエイト 

   社長室 ： 岡本 康広 

  TEL ： 03-3498-0707  FAX ： 03-3486-0872 

  E-mail ： pr@softcreate.co.jp 

===================================================================================== 

※記載されている会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。 

※掲載されている情報は、本リリース発表時点での情報です。 

その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。 


