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モバイル・エンタープライズを実現する
効果的なアプリケーション戦略の確立
エンド・ユーザー環境でモバイル・ベースのアプリケーションを
利用可能にし、開発・実装する方法
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モバイル・エンタープライズを実現する効果的なアプリケーション戦略の確立

「ユビキタス・コンピューティング」
という用語が初めて一般的
な語彙となったのは 20 年以上も前のことですが、
この用語が
真に現実のものとなるのは、今日の職場において、
より小型でよ
り携帯性の高いデバイスが、従来のデスクトップに対する戦略
的な代替品になってからです。
ただし、多くの社員が時間や場所
を問わず生産的に働けるようになった本当の理由は、それを可
能にするモバイル・エンタープライズ・アプリケーションが爆発
的に増加したことにあります。
また、多くの場合、社員は IT 部門
からユビキタス・デバイスが支給されるのを待つ必要はありま
せんでした。

算の伸びの両方で少なくとも 10% を達成したケースは、
そうでない企業の 2 倍に上ります。2 さらに、IBM Institute
for Business Value が世界的なコンサルティング会社である
Oxford Economics と共同で行った調査によると、モバイル先
行企業の 73% でモバイル施策によって目に見える投資収益率
(ROI) の改善が認められましたが、調査対象のそれ以外の企業
では、
この割合は 34% に過ぎません。3
ただし、
この調査では、包括的なモバイル戦略を持つ企業は調
査対象企業の半数に満たないことが判明しています。4 社員が
モバイル・アプリケーションを業務で活用する方法についての
戦略を策定するには、
まず、
自社のビジネス目標を検討し、
アプリ
ケーションをこの目標と連携させることが重要です。
そのために、
以下の点を考察します。

今日、エンド・ユーザーが自分のモバイル・デバイスを仕事に持
ち込むケースがどんどん増えています。米国の市場調査会社で
ある IDC は、職場での個人所有のスマートフォン、
タブレット、
PC が、2016 年までに 20 億台から 52 億 5000 万台以上に増
• ユーザーは誰か。
加すると予想しています。
こうしたユーザーは、社内のデータ
• ユーザーはどのようなデバイスを使用するのか。
それらのデ
ベースやアプリケーションに、
シームレスかつ安全にアクセスで
バイスは個人が所有するのか、会社が所有するのか、それと
きることを IT 部門に期待しています。1 その結果、IT 部門は、絶
もその両方か。
えず変化するマルチプラットフォーム、
マルチデバイスの世界に、
安全性の高いアプリケーションとアクセスを提供し、常に最新の • どのアプリケーションが、多様なユーザー・グループの生産性
向上に役立つか。
状態に保ち、適切なユーザーに供給するよう迫られています。
• アプリケーションはどのようなデータにアクセスするのか。
このホワイト・ペーパーでは、確かな評価から複雑な環境の管
それは機密データか。
それはモバイル・デバイス本体に格納
理に至るまで、社員のための効果的なモバイル・アプリケーショ
されるか。
そのデータにはどのようなセキュリティー・ポリシー
ン戦略を確立するための概要を説明しています。
を設定するか。
• 自社のニーズに合った既製のアプリケーションはあるか。ない
場合、
カスタム・アプリケーションは社内調達か、
アウトソー
モバイル・アプリケーション戦略の策定
シングのどちらで開発するか。
企業はなぜモバイル戦略の策定を最優先して行うべきなの
• 現在使用しているエンタープライズ・アプリケーションのモバ
か―それには明確な理由があります。既にモバイル戦略を定め
イル版は市販されているか。
て実施している企業は、
その業界のリーダーである場合が多いの
•
ユーザーへのアプリケーションの提供、
アプリケーション更
です。IDC と IBM が実施した調査では、
このようなモバイル・テ
新の実装、使用状況の追跡はどのように行うか。
クノロジーを採用しているリーダー企業が、収益成長率と IT 予
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多くの企業では、主要なモバイル・サービスとして e- メール、連
モバイル・アプリケーションの選択肢の考察
絡先情報、
カレンダーが提供されています。
これは、
こうしたアプ
e- メールやカレンダー機能から始める場合でも、複雑なフィー
リケーションが、実装が最も簡単なうえ、特別な設定を行わなく
ルド・サービス用のカスタム・アプリケーションを計画している場
ても使用できるからです。
また、
このようなサービスは、社員の中
合でも、社員に提供するアプリケーションのタイプの決定はモバ
で増えている、
オフィス外で仕事をするユーザーの生産性を素
イル戦略の鍵を握る要素の 1 つです。
早く向上させることができます。5 今日では、IBM の全社員の半
数以上が IBM のオフィスから離れて仕事をしており、20 万人
モバイル・アプリケーションの主要な 4 つのカテゴリーを検討
以上が、モバイル・デバイスを使って社内ネットワークに接続
する際は、ユーザー・エクスペリエンスから接続性の問題、
デー
しています。IBM は IBM Lotus Notes Traveler、Lotus iNotes、 タの一貫性と同期化、サポートを決定したデバイスに至る、幅広
Lotus Connections ソフトウェアといった、e- メールやコラボ
い要素を考慮しなければなりません。
レーション、
ソーシャル・ソフトウェア、ポータル用のモバイル・
ソフトウェアを利用して、社員が常にお客様や他の社員とつな
ネイティブ・アプリケーション
がったり、一般的な IBM リソースに接続できるようにしています。 ネイティブ・アプリケーションは、モバイル・デバイスに導入・
実行され、通常はそのデバイスのオペレーティング・システム
とはいえ、今日のモバイル・ビジネス・ユーザーは e- メール以
用のソフトウェア開発キット (SDK) を使用して開発されます。
上のものを求めています。
モバイルの使用には、応答時間やコ
ネイティブ・アプリケーションは、豊富なユーザー・エクスペリ
ミュニケーションを改善することによって、社員の生産性の向上と エンス (ゲームで使用するものなど) の提供に加えて、
カメラ、
顧客体験の強化の両方を実現できるチャンスが多数存在します。 グローバル・ポジショニング・システム (GPS)、加速度計などの
業種に応じて、社員の顧客サービス向上に役立つモバイル・
デバイス機能を最大限に使用できるというメリットがあります。
アプリケーションには以下のようなものがあります。
また、ネイティブ・アプリケーションは通常、
オフラインまたは切
断状態でもアクセスできるうえ、
アプリケーション・ストアを介し
• セールス担当者が製品の最新の在庫状況にアクセスできるよ た簡単な配布方法が利用できます。主な欠点は、ネイティブ・
うにする
アプリケーションは通常 1 つのプラットフォームでしか動作しな
• 修理技師や整備士が図面や、対象分野の専門家にアクセスで いという点です。
そのため、
アプリケーションの複数プラットフォー
きるようにする
ムでのサポートを計画する場合、余分な労力が必要になります。
• カスタマー・リレーションシップ・マネジメント・システムを現
企業は通常、Google Android、Apple iOS、BlackBerry などのモ
場の担当者にまで拡張し、提案書、契約書、連絡先、その他の
バイル・アプリケーション・プラットフォームを、3 つはないにして
プロジェクト情報に手軽にアクセスできるようにする
も 2 つはサポートしています。
• 事務処理用アプリケーションに直接送信するために、損害状
況の写真を含む保険請求用のデータを収集できるようにする
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Web ブラウザー・アプリケーション

ハイブリッド・アプリケーション

現在の Web ブラウザー・アプリケーションは、
「一度記述すれば、 名前が示すとおり、ハイブリッド・アプリケーションは Web アプ
複数の環境で実行できる (Write once, Run many)」
という、多
リケーションとネイティブ・アプリケーションの優れた機能を組
様なプラットフォームや画面解像度に対応する可能性を備えて
み合わせたもので、現在利用できる多くのモバイル・アプリケー
います。HTML5、JavaScript、CSS などの強固なツールを使用す ションでは一般的な存在です。
このタイプのアプリケーションの
れば、同じアプリケーションを複数のデバイス・プラットフォーム 場合、Web ブラウザー・エンジンが標準の HTML、JavaScript、
向けにフォーマットできます。米国の大手調査会社であるガート CSS などをネイティブ・アプリケーションのラッパー内部で使用
ナーは、
「2017 年までに、モバイル・エンドポイント・デバイス上 して、
コンテンツを配信します。
こうしたアプリケーションは、豊
のブラウザーは高度なアプリケーション・デリバリー・プラット
富なユーザー・エクスペリエンス、
オフライン・アクセス、ハイパ
フォームとして使われるようになり、新しい Web アプリケーショ フォーマンス、複数のプラットフォームのサポートを提供し、
さら
ンの 50% に複雑なクライアント・サイド JavaScript が使用され
にハードウェア機能を利用できます。
このアプローチを検討する
るようになる」
と予想しています。6
際、ハイブリッド・アプリケーションはネイティブ・アプリケーショ
ンと同様にプラットフォーム固有であり、構築、実装、更新に費用
Web アプリケーションではモバイル・デバイスにデータが保管
がかかることを企業は認識しておく必要があります。
されないため、モバイル・デバイスを置き忘れたり、盗難にあっ
ても、企業データを紛失するリスクを抑えられます。
しかし、Web
仮想アプリケーション
ストレージや Document Object Model (DOM) ストレージをサ
ネイティブに実行したり、Web ブラウザーで実行するのが容易
ポートする最新のブラウザーでは、
データをモバイル・デバイス
でないアプリケーションの場合には、仮想化があります。仮想化
上にローカルに保管して、
オフラインや切断状態でもアクセスで を採用すると、ユーザーは自分の PC にリモート接続してデータ
きるようにしているため、セキュリティー上の利点が損なわれる
にアクセスしたり、ネイティブの Microsoft Windows アプリケー
可能性があります。
ションを使用したりできるため、
カスタム開発の手間を軽減でき
ます。Citrix GoToMyPC などの製品を使用すれば、ユーザーは
ただし、
ネイティブ・アプリケーションと比べて、Web ブラウザー・ 事実上あらゆるタブレットやスマートフォンから、PC や Mac の
アプリケーションにはいくつかの欠点があります。Web アプリ
デスクトップや企業ファイルまたはアプリケーションにアクセス
ケーションでは通常、
カメラ、GPS、加速度計などのデバイス機能
できます。ほとんどの Windows アプリケーションは大画面向け
にアクセスできません。
さらに、Web ブラウザー・アプリケーショ
にフォーマットが行われていますが、仮想化テクノロジーは、
ンはパフォーマンスの低下を招き、
ネイティブ・アプリケーション
アプリケーションを特定のデバイスや画面サイズ向けにフォー
よりもユーザー・エクスペリエンスが劣っています。
ただし、
この
マットします。Web アプリケーションと同様に、仮想アプリケー
点は改善される可能性があります。
ネットワークから切断して実
ションの主なメリットはセキュリティーです。
データはモバイル・
行できるネイティブ・アプリケーションとは異なり、ほとんどの
デバイス上に保管されず、キーボード入力と画面の更新のみ
Web ブラウザー・アプリケーションではネットワーク接続を持続 ネットワーク経由で送信されます。欠点は、ユーザーに持続的な
することが求められます。
ネットワーク接続が求められる点です。

May 2014

長所

短所

ネイティブ

• 充実したエンド・ユーザー・エクスペリエンス
• オフライン・アクセス
• ハードウェア固有の機能を利用

• プラットフォーム固有 (構築、実装、更新にコストがかかるなど)

Web

•
•
•
•

複数のプラットフォームをサポート
• オフラインまたは切断状態のアクセスをサポートしない
標準に基づく
• ユーザー・エクスペリエンスの充実度がネイティブに劣る
セキュリティー (ローカルにデータを保存しないなど) • ハードウェア固有の機能は利用できない
実装が容易

ハイブリッド

•
•
•
•
•

充実したエンド・ユーザー・エクスペリエンス
オフライン・アクセス (HTML5 など)
ハイパフォーマンス
複数のプラットフォームをサポート
ハードウェア機能を利用

仮想化

• 既存の PC アプリケーションを利用
• オフラインまたは切断状態のアクセスをサポートしない
• セキュリティー (ローカルにデータを保存しないなど) • PC 用のユーザー・インターフェースがスマートフォンやタブレットで正しく
表示されない場合がある
• サーバー・インフラストラクチャー (サーバー、
ライセンス、管理など)

モバイル・アプリケーションの開発とセキュリティー
保護
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• プラットフォーム固有 (構築、実装、更新にコストがかかるなど)
• サーバー・インフラストラクチャー (サーバー、
ライセンス、管理など)

ただし、多くの場合、エンタープライズ・モバイル・アプリケーショ
ンにはマルチプラットフォームの方法が採用されているようです。
実装する予定のモバイル・アプリケーションのタイプ、すなわちネ これに代わる方法として企業の間で今人気が高まってきている
のが、モバイル・アプリケーション開発プラットフォーム・ソフト
イティブ、Web、ハイブリッド、そしてそれらの組み合わせのどの
ウ
ェアです。
こうしたソフトウェア・パッケージは、
高度なプログラミ
タイプを展開するのかが、今度はアプリケーション開発プラット
ング・スキルを必要としない第 4 世代のプログラミング言語と、
フォームの選択を左右します。1 つのデバイス・タイプ、
または
インストーラーといったその他の
1 つのモバイル OS のサポートに重点を置いたモバイル戦略で デバッガー、エミュレーター、
ツールをバンドルして、
統合開発環境を提供します。
このパッケー
ある場合、当然、そのデバイスまたは OS を提供する業者の
ジの大きな特長として挙げられるのは、
こ
う
したツールの大部分
開発ツールキットを選択することになります。
または、HTML5、
がクロスプラットフォームの実装をサポートする点です。つまり、
JavaScript、CSS、.NET、C++、Objective C などのプログラミング
「一度開発すれば、
複数の環境に展開できる (Develop once,
言語を使用して、モバイル・ユーザー用のネイティブ・アプリケー
Deploy
many)」
のです。
ションや Web アプリケーションを開発できます。上記の 2 つの
方法のどちらを選択しても、
アプリケーションを社内で開発するの
モバイル・アプリケーション開発プラットフォームの選択は単純
に適したプログラミングのスキルが必要です。
な作業ではありません。
ガートナーは、
「コンシューマー向けアプ
リや企業向けアプリを作成するツールの市場には、100 を超え
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る潜在的なツール・ベンダーが存在しており、非常に複雑です。
そして今後数年間は、すべてのタイプのモバイル・アプリケー
ションにそれ 1 つで対応できる最適なツールは登場しないと見
込まれるため、複数のツールの採用が予想されます」
と述べてい
ます。7 これらのツール・ベンダーは、
オープン・ソース・プロジェ
クトから、SAP などのエンタープライズ・ソフトウェア・ベンダー、
そして IBM や Adobe を始めとする大手のソフトウェア会社ま
で多岐にわたります。
その他にも、モバイル・アプリケーション開
発プラットフォームに特化したベンダーや、salesforce.com など
の SaaS (Software as a Service) プロバイダーが存在します。
開発したアプリケーションは、実装前にテストが必要です。
テス
ト用ソフトウェアを含むモバイル・アプリケーション開発プラット
フォームを選べば、
このプロセスを省力化できます。
テストはア
プリケーションの機能と、そのセキュリティーの両方に対処しな
ければなりません。
この要素は見落とされることが少なくなく、企
業データにとっては大きなリスクとなるおそれがあります。
ガー
トナーは、モバイル・デバイスに対する技術的に高度な攻撃で
はなく、
アプリケーション・レベルでの構成の誤りと誤用に起因
するモバイル・セキュリティーのブリーチ (抜け穴) は、2017 年
までに 75% に達すると予想しています。8

モバイル・アプリケーションの実装と管理

作成したモバイル・アプリケーションは、エンド・ユーザーに実装
する必要があります。
アプリケーション・ストアは、
コンシューマー
市場でおなじみになってきており、多くの企業でも、社員がサ
ポートなしに、高いセキュリティーの下で、承認されたアプリ
ケーションを取得できる方法としてその支持が高まっています。
Web アプリケーション向けの社内エンタープライズ・アプリケー
ション・ストアを構築すると、長い URL を小さいキーボードで
モバイル・デバイスのブラウザーに入力しなくても済むようにな

ります。
また、エンド・ユーザーが、パブリック Web サイトへの
Web リンクを含むアプリケーションや、パブリック・アプリケー
ション・ストア (Apple 社の App Store など) にあるアプリケー
ションを業務目的でサブミットすることを許可することもできます。
ただし、
この場合は、セキュリティー・ポリシーを策定して、外部
ソースのアプリケーションをすべてテストし、それらが社内の
セキュリティー要件を満たすことを検証する必要もあります。
エンタープライズ・アプリケーション・ストアを開発および実装す
るためのソフトウェアはしばしば、モバイル・アプリケーション開
発プラットフォーム、
あるいはモバイル・デバイス管理ソフトウェ
アに統合されています。前者との統合は、モバイル・デバイスの
管理よりもモバイル・アプリケーションの管理の方を重視するよ
うになってきている、企業側のトレンドの一環です。

IDC がモバイル・アプリケーション開発における IBM の専門知識を
評価
業界アナリストの IDC による新しい「IDC MarketScape Worldwide
Mobile Application Development, Testing, Management, and
Infrastructure Services 2014 Vendor Assessment」
レポートでは、
IBM がリーダーとして挙げられています。9 14 の企業を 117 の基準
に照らして評価した結果、IBM は「トレーニングと知識の共有、幅広
いサービス機能、
イノベーション/調査および開発のペースと生産性、
社員管理、顧客満足度」
を根拠の一部として、
「リーダー」のカテゴ
リーに相当すると判断されました。
このレポートでは、IBM のモバイルに関する技術的な専門知識、
コンサルティングとそのグローバルなテクノロジー・サービスに加え、
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