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モバイル・アプリ開発会社からの声
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【特別対談】

ビジネスを、そして働き方を変えていく
モバイル・アプリ開発の現在と未来

株式会社ジェーエムエーシステムズ
モバイルソリューション事業部
コンサルティンググループ 統括マネジャー

株式会社ジェナ
代表取締役社長

中居 郁 氏
モバイル・デバイス向けアプリケーション開発ベンチャー
の株式会社ジェナ（以下、ジェナ）
と日本能率協会グループ
のSI企業である株式会社ジェーエムエーシステムズ（以下、
JMAS）
の両社は、2010年10月に提携。以来、モバイルを
知りつくしたジェナのフロント部分のクリエイティブ力と、
JMASが得意とするバックエンドの業務システムに関する
ノウハウや構築力という両社の強みを生かしたシナジーを
発揮しながら、スマートフォン/タブレット端末をターゲッ
トとしたエンタープライズ向けの大規模プロジェクトなど
で実績を重ねています。
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手塚 康夫 氏
エンタープライズ・モバイルには、
フロントとバックエンドの連携が重要
――ジェナとJMASとの協業はどんな経緯から始まっ
たのですか。
手塚 2010年10月に、iPhone/iPad/Android端末
を中心とした法人向けのスマートフォン事業を共同で推
進すべく、資本提携および業務提携を行ったのがスター
トです。

ジェナの代表取締役社長である手塚康夫氏とJMASでモ

中居 JMASは、さまざまな業界・業種の基幹システム

バイル・ソリューション事業をリードする中居郁氏という

や業務システムなどバックエンドの構築やコンサルティン

2人のキーマンが対面し、モバイル・アプリケーション開

グを得意としています。一方ジェナは、
スマートフォン/

発で多くの企業が直面している課題と将来への期待を語り

タブレット端末のアプリケーション開発やソリューション

合いました。

提供などで多くの実績とノウハウを持っており、モバイ
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ル端末ならではの機能の実装やユーザー・インターフェー

中居 個人的にも注目しているのは、モバイル・アプリ

スといったフロント部分を得意としています。エンター

ケーション開発プラットフォームのIBM MobileFirst

プライズ領域で真に有用なモバイル・アプリケーション

Platform Foundation（旧製品名：IBM Worklight）や、

開発を行うには、基幹システムに強いJMASとモバイル

オープンなPaaSであるIBM Bluemixなどのソリュー

のジェナが組むことに意味があるのです。

ションです。IBMが有する最先端のモバイル・アプリケー

手塚 実際、
この4年半で累計100件を超えるモバイル・

ション開発のノウハウを、開発技術ワーキンググループ

アプリケーション開発のプロジェクトで協業してきました。

のメンバーと共有させていただき、エンタープライズ領

これらのほとんどはスタンドアロンで利用する単純なア

域ならではのモバイル活用のアイデアや新たなシーンを

プリケーションではなく、
バックエンドの業務システムと

議論していきたいと考えています。

統合された環境下で連携しながら動作するものです。企

手塚 私たちがスマートフォン/タブレット端末のアプ

業がモバイル展開する際、導入時のコンサルティングの

リケーション開発を共同で始めた4年半前と比べれば、

段階から開発、
さらに運用フェーズにおいても、
両社のシ

モバイル導入に対するユーザー企業の理解の進み具合や

ナジーによりお客様に最適な提案を行うことができます。

期待の高まりは、まさに隔世の感があります。とはいえ、

中居 そして現在、両社のコラボレーションの場は、資

開発体制に関してはまだまだ成熟しきれていない現実が

本提携や業務提携に基づいた2社間の直接的なパートナー

あり、底上げを図っていくことが急務です。実際、モバ

シップだけではなく、
「iOSコンソーシアム」というコミュ

イル・アプリケーション開発に乗り出した企業はさまざ

ニティーにも広がっています。

まな苦労に直面しているようです。

手塚 簡単にご説明すると、
iOSコンソーシアムとは「ビ

中居 ほとんど経験も実績もない中で、どんなプログラ

ジネスの世界にiOSデバイスを」という合言葉のもと、

ミング言語を使えばよいのか、セキュリティーは担保で

iOSデバイスが持つ革新的なテクノロジーの利活用を、
エン

きるのか、どんな方法で基幹システムと接続するのかと

タープライズ市場で活性化させていくことを目指して誕

いった技術課題をクリアすることに汲々としていて、相

生したベンダー中立の任意団体です。具体的には、
iOSデ

当な労力とコストを費やしています。

バイスを使ったサービス・ソリューションの創出、
開発企

手塚 私が見てきた範囲でも、多くの企業が似たような

業とユーザー企業の連携の強化、さらにはベンダー間の

仕組みを、それぞれスクラッチで開発しています。

協業体制の確立なども支援し、新たなモバイルの価値を

中居 企業が本当に注力しなければならないのは、そこ

広く社会に提供していくことを活動の柱としています。

ではありません。モバイルを活用することで、ビジネス

ジェナは理事・監事会社としてこのコンソーシアムの立

やワークスタイルをどのように変えていくのか。その目

ち上げ時から運営に深く関わっており、JMASにも参加企

標を達成するためのユーザー・インターフェースの開発

業として加わっていただきました。特に中居さんは、開発

やユーザー・エクスペリエンスのブラッシュ・アップに、

技術ワーキンググループのリーダーとして非常に大きな活

もっとパワーを傾けるべきだと感じています。

躍をされています。

手塚 そこにIBMのプラットフォームを利用する価値

中居 ありがとうございます。実は先ごろ、IBMにも開

があると思います。セキュリティーの担保された、バッ

発技術ワーキンググループに加わっていただき、陣容が

クエンド連携機能などをIBMに提供してもらうことで、

厚くなりました。

われわれは自社が得意とする部分に注力できるようにな

IBMの開発プラットフォームを使うことで、

より自社の得意領域に専心できる

ります。
中居 そのとおりですね。例えば、モバイル・アプリケー
ションと業務システムの間でやりとりするデータを暗号

――両社とIBMの新たなつながりが、そこから生まれ

化する仕組みをスクラッチで構築しようとすると、高度

たのですね。IBMにはどんな貢献を期待されていますか。

な専門スキルが要求され、コストもかかります。このハー
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株式会社ジェーエムエーシステムズ
東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー18F
http://www.jmas.co.jp

日本能率協会として活動していた時代を含め40年
以上にわたり、
「 経営革新推進のための情報システ
ム化パートナー」として信頼を獲得し、
情報システム
構築に数多くの実績を蓄積してきた。また、法人向
けスマートデバイス・サービスとしてiPhone/iPad
/Android端末を中心としたソリューションを展開。
セキュリティーや運用管理に関する課題を解決する
ほか、業務システムとスマート・デバイスを連携した
大規模システム構築を支援している。

ドルを越えられなくて、モバイル活用そのものをあきら

品質は向上し、なおかつコストも下げることができます。

めてしまう企業があります。あるいは、モバイル・デバ

数年先にどんなテクノロジーが登場してくるのか誰も予

イスにデータが残ることが怖くて、サーバー側ですべて

想できない中で、マルチ・デバイス対応や全社ユーザー

を処理するWebアプリケーションやリモート・デスクトッ

を巻き込んだ大規模展開を進めていくには、IBMが提供

プから抜け出せない企業もあります。

しているような標準的なプラットフォームを採用してお

そうした際にIBMのプラットフォームを利用すれば、設
定画面でチェックを入れるだけで、簡単に暗号化を行うこ
とができます。モバイル・デバイス上でも安全にデータを
利用できるとなれば、オフラインや電波状態の悪い環境
でも快適に使えるハイブリッド型のアプリケーションを展

なるといっても過言ではありません。

スマートフォンやタブレットを超えて
進化していくモバイル・アプリケーションの未来

開することができます。

――マルチ・デバイス対応、全社規模のモバイル展開と

手塚 アプリケーション開発の簡便さもさることながら、

いったお話をいただきましたが、今後のエンタープライ

「モバイル・アプリケーションにおけるセキュリティー

24

くことが、モバイル・アプリケーション開発の大前提に

ズ分野のモバイル・アプリケーションのあり方は、どん

対策はどうあるべきか」といった、グローバル・スタン

どん変わっていくのでしょうね。

ダードの考え方やソリューションを導入できることが大

手塚 そう思います。これまでの企業におけるモバイル

きいですね。

活用のイメージは、
「外回りが多い営業スタッフにiPad

中居 確かに、
「世界中の主要企業はこの方法でセキュ

を持たせて業務効率を改善する」といったものだったと

リティーを守っている」と自信を持って説明できる後ろ

思います。しかしながら、今やスマートフォンやタブレッ

盾があれば、モバイル・デバイス上でのデータ利用をた

トだけがモバイル・デバイスではありません。ウォッチ

めらっている上層部を説得するのも楽になります。

型やグラス型など、さまざまなベンダーから個性的なウェ

手塚 いずれにしても、標準化されたプラットフォーム

アラブル・デバイスが続々と登場しています。また、ソ

を使った方が、開発リードタイムははるかに短縮され、

フトバンクの「Pepper」のようなロボットも、ある種の
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株式会社ジェナ
東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館11F
http://www.jena.ne.jp

法人向けのスマート・デバイス事業に黎明期より取
り組み、100社以上、トータル600本（2015年現在）
を超える国内最大規模のアプリケーション開発実
績を誇る。iPad/iPhone/Windows8/Androidの
マルチOS、マルチ・デバイスによるアプリケーション
開発やソリューション提供において深い知見と豊富
な経験を有する。また、アプリケーション開発のみな
らず、企業に向けたスマートフォン/タブレットの
導入支援サービスを展開している。

モバイル・デバイスと見ることができると考えています。

動くモノにも取り付けられるタイプのiBeacon端末も

中居 デバイスの選択肢が広がれば、営業スタッフやオ

登場したことで、活用のアイデアはさらに広がりそうです。

フィス・ワーカーだけでなく、これまであまりITの恩恵

中居 例えば、Beacappとウェアラブル・デバイスを

を受けられなかった工場やプラント、建設、物流、メン

組み合わせることで、プラントでは「点検項目や点検箇

テナンスなどの現場にも、モバイル・アプリケーション

所を自動的に表示して作業効率や正確性を高める」
、オ

を展開していくことができます。

フィスでは「出退勤や設備利用予約を自動化する」
「一

手塚 まさにそれこそが、私たちのコラボレーションで

人ひとりの社員のリアルな位置情報を収集・解析をする

目指す世界です。

ことで業務改善を図る」
、ショールームでは「特定エリ

中居 私としては、2014年11月にジェナとJMASが

アにおいて適材適所のコンテンツを提供する」といった

共同でサービスを開始した「Beacapp」に、その基盤と

応用が考えられています。

しての大きな可能性を感じています。これは、モバイ

手塚 今後のモバイル・アプリケーションの発展の伴

ル・アプリケーションを簡単かつ迅速にiBeacon（近距

は、ユーザーの行動を詳細に分析し、一歩先を予測しな

離でiOS端末の位置を特定できる技術）に対応させる法

がら的確なサービスを提供していくことにあります。そ

人向けクラウド・サービスです。任意の場所に設置した

うした中でのさまざまな課題をBeacappで解決できる

iBeacon端末からモバイル・デバイスまでの相対距離

といいですね。その意味からも、IBM Watsonのよう

を取得することで、GPSが利用できない屋内でも位置

な最先端テクノロジーにも期待しています。マシンであ

情報を利用できるようになります。

りながら人と同じように情報から学び、経験から学習す

手塚 当初は、
「iBeacon端末を設置した店舗に近づい

るコグニティブ・コンピューティングのアプローチと

た顧客のスマートフォンにクーポン情報を届ける」といっ

Beacappを融合することで、新しいモバイル・アプリ

たマーケティング分野やO2O
（Online to Offline）
サー

ケーションを支えるユーザー・インターフェースを実現

ビスを実現する手段として注目されました。他のセンサー

できるのではないかと考えています。

と組み合わせたり、端末同士でデータをやりとりしたり、

――本日はどうもありがとうございました。
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