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モバイルクラウド実現に向けた技術的アプローチ

1.  はじめに

特集

概要
  スマートフォン／タブレット端末（以下、とくに区別なく両方の機器を指す場合は、スマート端末と呼ぶ）が一般

利用者の注目を大いに集め、今までにない勢いで市場に普及し始めている。このような傾向は更に拡大する方向

にあり、今後は、企業向けにも広く普及すると予想している。 本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果

たすと考えているスマート端末を中心とする我々の技術的アプローチを紹介する。モバイルクラウドは今後、「既

存のモバイル機器のスマート端末による置き換え」が進んだ後、スマート端末が装備する「センサやカメラの高度

利用」が本格化し、最終的には端末側だけでなく「クラウド環境の高度利用」するという3つの段階を経て発展

すると想定している。それぞれの段階で必要となる技術に関する当社の取り組み状況を述べるとともに、モバイル

クラウドの最終ゴールのイメージの一つとして取り組んでいるモバイルクラウドプラットフォームを紹介する。
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　Mark Weiser が１９９１年にユビキタスコンピューティングの

概念 [１] を提唱して以来、既に２０年が経過しようとしている。

無線を中心としたネットワーク技術やセンサを初めとする新し

いデバイスが進歩し、モバイル環境の高度な利用方法が提案さ

れるに伴い、利用場面も着実に広がっている。この間、モバイル

機器として携帯電話が最も普及したが、最近では市場が飽和し

てきている [２]。

　以上のような背景のもと、携帯電話の手軽さと、ノートPC

に近い処理能力を兼ね備えたスマート端末が一般利用者向け

だけでなく、企業向けにも普及し始めている。企業向けにス

マート端末の特徴を生かしたシステムを開発し、提供すること

で、今までとは異なる場面への適用や、新しいワークスタイル

の提案が可能となる。モバイル環境はデスクトップ環境に比

べ、コンピュータ操作に集中できる時間が短いため、利用者の

活動を極力阻害することなく必要な情報を取得・提供できる

ことが特に重要となる。AR(Augmented Reality : 拡張現実

感 ) や音声認識技術のようなキーボード操作が不要なユーザ

インタフェース( 以下、U I) や、コンテキストアウエアネスのよう

な利用者の活動を把握し、その活動内容に応じた情報提供す

ることでコンピュータへの指示回数を減らす仕組みを実現す

ることが高い訴求点になってくる。

　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすス

マート端末を中心に、我々の技術的アプローチの方向性につい

て紹介する。具体的には、まず第２章でモバイルクラウドの定

義を述べ、モバイルクラウドの発展可能性について議論する。

第３章では、スマート端末の利用が有効なビジネスの場面を整

理する。第４章では、モバイルクラウド発展の３つの段階の内容

と本特集論文で述べている研究開発テーマとの関係について

説明する。第５章では、現在開発中のモバイルクラウドプラット

フォームの概要について紹介する。
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スマート端末によるモバイルクラウド

4.  我々の取り組みとビジネス向け
　　モバイルクラウド発展における位置付け
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　スマート端末は、プログラム開発や資料作成等のコンピュー

タを長時間駆使するような作業よりも、立った姿勢や移動して

行うような作業を手軽に素早くサポートする場面に適用するこ

とで、その有効性が一層増す。そのような場面には、以下の特

徴がある。

（１）情報の閲覧が中心で、たくさんのテキスト情報を入力する

　　必要がない。

（２）情報の閲覧中に、確認等のコミュニケーションが発生する。

（３）情報の閲覧だけでなく、注文や決済等のサービスを安全に

　　利用することができることにより、その場でビジネスプロ

　　セスを完結する。

　ビジネス応用として例えば文献［７］に複数の例がまとめて

あるが、本稿ではとくにスマート端末の適用が有効と思われる

１１のビジネスの場面を我々独自に取り上げ、以下の４つの観

点で分類して整理した。( 表1参照 )

（１）利用環境

想定している利用環境としては、社外で用いる「モバイル」

4.1  我々の取り組みの概要
　モバイルクラウドに関する我々の取り組みとして本特集で

は、以下の7つのテーマを紹介する。

（１）セキュアオンラインストレージシステム"Sola"［８］

Sola は、Windows や Mac OS X、Linux、スマート端末

などマルチプラットフォームに対応した、クラウド環境上で

仮想的なストレージ領域を提供するシステムである。端末

側で暗号化することにより、クラウド側に一切の秘密情報

を保持しない点に特徴がある。

（２）遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理とセキュリティ・

　　ソリューション［９］

モバイルデバイスの遠隔制御技術を用いて、スマート端末

が装備するカメラ等のデバイスの使用を制限する等の機

能を提供する。様々なセキュリティ・ソリューションを短

期間に構築でき、サービスを提供することができるという

特徴がある。

（３）マイクロ広告システム［１０］

マイクロ広告システムは、店舗等のお客さまの顔が見えるコ

ミュニティ向けに広告を配信するシステムである。お客さま

の状況を最も把握しているお店の店員が、スマート端末を用

いて広告等の情報発信を簡便にできる点に特徴がある。

4.2  モバイルクラウド発展における
        我々の取り組みの位置付け
　ビジネス向けアプリケーションの分野においてモバイルクラ

ウドは、以下の３つの段階を経て発展すると考える。

（１）既存のモバイル機器のスマート端末による置き換え

①概要　

モバイルクラウド発展の第一段階は、シンクライアント

等の業務端末、携帯電話、ノートPC 等が利用されてい

た場面にスマート端末が適用されるようになる。利用者

は、スマート端末が提供するツール類を主に活用し、足り

ない機能は独自に対応する。本段階におけるシステム

は、端末側の機能充実がメインであり、必ずしもモバイ

ルクラウドのメリットを享受する必要はない。具体的に

は、以下のような活用がある。

●コミュニケーション／コラボレーション

●社内システムとの連携

●業務端末（シンクライアント等）／携帯電話／ノート    

　PC の置き換え

②我々のアプローチ

第一段階で最初にクリアすべきことは、ビジネスで安全

にスマート端末を活用できるような製品・ソリューショ

ンを提供することである。そのため、Solaによるモバイ

ルクラウトでの安全なデータ管理や、Smart-let による

端末管理といった技術開発に取り組んでいる。

（２）センサやカメラの高度利用

①概要

第二段階でのモバイルクラウドは、スマート端末の特徴

を生かし、従来のモバイル機器では実現出来なかったよ

うな新しい価値を提供するようになる。スマート端末を

かざすだけでわかる、会話の内容からレコメンドしてく

れる、場所や時間や作業内容に応じた情報を提供してく

れる、といったことが実現されるようになる。そのため

に、下記技術開発するとともに、有効なビジネスの場面

やワークスタイルに関する仮説の立案・検証が重要に

なる。

●AR 技術

●音声認識技術

●レコメンデーション技術

●コンテキストアウエアネス

②我々のアプローチ

第二段階に向けては、スマート端末の特徴を生かした新

しいタイプのアプリケーションを開発し、その有効性を

実証することが重要であると考え、マイクロ広告システム

［１０］、ナビゲーションシステム［１１］、高齢者向けツイッ

ター［１２］、業務マニュアルシステム［１３］等の研究開発

を行っている。

（３）クラウド環境の高度利用

①概要

第三段階は、スマート端末以上に、クラウド環境が重要

な役割を果たす。サービス提供者は、コアとなるビジネ

スコンポーネントを開発するだけで、サービスを開始で

きるようになるとともに、スマート端末間の連携や日々

蓄積される情報を分析し、活用するようになる。すなわ

ち、以下の点が重要になってくる。

●サービスの連携

●端末間連携

●収集した情報の活用（分析等）

②我々のアプローチ

モバイルクラウドに必要とされるアーキテクチャ設計を

している段階である。第二段階に向けた取り組みを進め

る中で、必要となる仕組みを実現していく予定である。

金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス

［１４］は、最終段階のイメージに近いシステムを構築し

て、実際の商用サービスをまもなく提供するものである。

　本稿では、モバイルクラウド [３、４、５]を、「モバイル機器向

けに提供されるクラウド環境」と定義するものとする。モバイル

クラウドに関して我々は、「スマート端末がモバイルクラウドの

発展を加速し、またモバイルクラウドがクラウドビジネスを大

きく牽引する可能性が高い。」と予測する。このように予測する

理由は、以下のとおりである。

（１）スマート端末が広く普及し始めている

株式会社MM総研によると、２０１０年度のスマートフォン出荷

台数は８５５万台となり、２０１１年度の出荷台数は１,９８６万台

になると予測している［６］。２０１１年度の携帯電話の出荷

台数予測が４,０５０万台であり、序々に携帯電話がスマート

端末に置き換わってきている様子が見て取れる。また、利

用場面もプライベートな利用から企業そのものでの利用

に広がりを見せている。

（４）園内ナビゲーションシステム［１１］

園内ナビゲーションシステムは、動物園等の園内において

利用するためのナビゲーションシステムである。デフォルメ

された地図を用いたイラストマップナビゲーション及び、

AR 技術を用いた情報提供に特徴がある。

（５）高齢者向けツイッター［１２］

高齢者がスマートフォンを用いてツイッターにアクセスするた

めのシステムである。富山インターネット市民塾で活用してお

り、高齢者のユーザ特性を考慮した設計に特徴がある。

（６）スマート端末を利用した新しい業務インタフェース［１３］

スマート端末の特徴を生かした業務向けインタフェースの

提案である。具体的には、「かざす」ユーザインタフェースに

よる業務マニュアルアプリケーションと、デジタルペンデー

タのBluetooth 通信アプリケーションについて提案する。

（７）金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス［１４］

本サービス（F３ Mobile Shield Center Service）は、F３ 

CRMシステムの拡張機能として、スマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービス

である。本サービスの特徴は、スマート端末と行内ネット

ワークの間に盾となるシールドセンターを置くことで、情報

保護と情報活用ニーズを両立している点にある。

　モバイルクラウドのソフトウェアレイヤに、上記テーマの位置

付けをマッピングしたのが図２である。

2.  モバイルクラウド

（２）スマート端末からクラウド環境にアクセスする際の制約が

　　ほぼなくなりつつある

スマート端末のほとんどの機種は、利用する場所の回線状

況に応じて Wi-Fi と３G 回線から最適な回線を自動的に選

択し、使用する。また、HTML５も使えるため、端末メーカ

やキャリアが異なるために特定のサービスが受けられな

いという問題から解放されつつある。

（３）スマート端末がクラウド環境の価値を高める

クラウド環境は、スマート端末のハードウェアリソースを拡

張するだけでなく、手軽にしかも安全にソフトウェアや

データを共有できることでその利用範囲を拡大する。その

結果、クラウド環境を利用するスマート端末が増加し、クラ

ウド環境の価値が一層高まる。

　モバイルクラウドの主な構成要素は、スマート端末とクラウド

環境である。スマート端末は、利用者がクラウド環境にアクセス

するための U I を提供する。コンピュータ操作に集中できるデス

クトップ環境と異なりモバイル環境では、細かい指示を与えなく

ても、必要とするコンピュータ操作を完了できることが重要で

ある。すなわち、以下のような機能を提供する必要がある。

（１）キーボード操作不要なU I の提供

画面のタッチ、ジェスチャ、音声入力等の簡便な入力によ

り、スマート端末に必要な指示を与えることができる。

（２）状況に応じた最適な情報の提供

利用者の操作履歴、センサによる利用者の動き、GPSに

よる位置情報といった利用者の活動情報を収集し、活用す

ることで、直接指示しなくても最適な情報を提示できる。

（３）利用者の活動を踏まえたコミュニケーションの支援

閲覧していた情報の内容や操作履歴に基づいてコミュニ

図１  モバイルクラウドのイメージ

ケーション方法や相手を自動的に特定し、コミュニケー

ションを開始できるようにする。

（４）ビジネスプロセス連携の支援

他のビジネスプロセスと連携できる仕組みを実現し、オフ

イスに戻ることなくモバイル環境でビジネスプロセスを完

結できるようにする。

　以上の機能を利用者に提供するために、クラウド環境はス

マート端末に対して少なくとも以下の２つの機能を提供する必

要がある。

（１）コンテキスト情報管理

利用者の活動に関わる情報を収集し、収集した情報に基

づき、利用者の状態や、利用者が期待しているサポート内

容を自動的に判断する仕組みを提供する。

（２）モバイルサービス管理・連携

要求されたサービスの実行や、複数のサービスが連携して

実行できるだけでなく、上記（1）で管理するコンテキスト

情報を用いて、利用者にとって最適なサービスを検索し、

実行する仕組みも提供する。

　新しいワークスタイルは、今までのモバイル環境においてコン

ピュータがあまり使用されていなかった場面に適用すること

で考案できる。例えば、通常のU I ではコンピュータ操作が面倒

であった現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等であ

る。また、モバイル環境でビジネスプロセスを完結できるように

し、ビジネスのスピードを速めることにより、新しいビジネスモ

デルの創出につながると考える。例えば現場において、今まで

できなかった決済や注文等をできるようにすることで新しい

付加価値を提供することである。

　上記をまとめたモバイルクラウドのイメージを図１に示す。

3.  スマート端末のビジネス応用

表１  スマート端末のビジネス利用シーン

環境、社内や店舗等で使用する「インハウス」環境、コン

シューマが直接使用する「B2C」環境がある。

（２）利用形態

スマート端末を利用する際に、閲覧と入力それぞれについ

て、よく発生する利用形態であれば○を付けている。

（３）コミュニケーション

スマート端末利用中に、関連するコミュニケーション ( 電

話、メール等 )が発生する場合に○を付けている。

（４）ビジネスプロセス連携

その場でビジネスを完結させるために、注文や決済等の他

のビジネスプロセスと連携する必要性が高い場合に○を

付けている。

  表1で整理した結果、閲覧のみの利用形態は少なく、入力を

必要とする場合が多いことがわかった。またコミュニケーショ

ンが発生する業務も多く、現状は携帯電話とノートPC のよう

なモバイル機器を使い分けている可能性が高いので、スマート

端末を適用する利点を出せると考える。ビジネスプロセス連携

に関しても、連携することによりメリットを享受できる業務が多

く存在することがわかる。

図２   我々の取り組みの位置付け

5. モバイルクラウドプラットフォーム
5.1 開発の狙い
  モバイルクラウドプラットフォームの開発目的は、以下のとお

りである。

（１）スマート端末向けアプリケーションを低コストで迅速に開

　　発できる環境 ( 開発プラットフォーム ) を提供すること

（２）開発したシステムを用いて、手軽にしかも安全にサービス

　　開始できる環境 ( サービス提供プラットフォーム ) を提供

　　すること

　上記（1）は、スマート端末で稼働するシステムを、HTML５を

用いて簡単に開発できるようにする。また、サービス提供者が

サービスのコアとなる独自のプログラムを開発し、クラウド環

境に導入するだけで、サービス開始できるようにすることを狙

いとしている。

図３   モバイルクラウドプラットフォーム

5.2　開発プラットフォームの概要
  開発プラットフォームとは、スマート端末上で動くアプリケー

ションを開発するための環境のことである。HTML５、

Cascading Style Sheets（以下、CSS）、JavaScript をアプ

リケーションビルダに入力として与えると、アプリケーションを

ビルドする。ビルドされたアプリケーションは、以下のような特

徴を持つ。

（１）モバイル環境での最適な処理の実行制御機構の提供

スマート端末特有の利用環境の変化 (ネットワークの接続

状態、最適なデバイスの選択等 )や利用ポリシー ( 情報の

アップデート頻度、バッテリーの充電頻度等 )に応じた最

適な処理の選択＆実行制御をできるようにする。

（２）独自機能の提供

当社独自の機能を提供する。具体的には、室内と室外とで

位置情報の取得方式が異なるので、その切り替えを自動的

にすることで連続的に位置情報を提供するAPI や、ARに

には、セキュリティポリシに応じて許可するプログラムの

設定や、スマート端末上のデータの有効期限を設定できる

ようにする。

（２）スケーラビリティの確保

モバイルクラウドのスケーラビリティに影響を与える主な

要因には、「スマート端末の数」、「アクセス頻度」、「アクセス

当りの平均処理時間」がある。アプリケーションに依存する

ため一概には言えないが、スマート端末を用いたアプリ

ケーションは、一つ一つの処理は重くないため、「スマート

端末の数」と「アクセス頻度」の影響が大きい場合が多い。

そのため、大量のスマート端末から継続的にアクセスが

あった場合も、即座に要求を受け付けることができるよう

な仕組みを実現する。

（３）コンテキスト情報を用いたサービス連携

利用者の利便性を上げるためにコンテキスト情報を収集

し、積極的に活用するためには、コンテキスト情報の内容

に応じて呼び出すサービスを変更したり、前処理／後処理

を変えたりする必要がある。このような仕組みを実現する

ために、サービス指向のアーキテクチャをベースに、コンテ

キスト情報を用いてサービス呼び出しする仕組みを実現

する。

　Fanらのサーベイ論文 [５] は、モバイルクラウドの代表的な

システムとしてHyrax［１５］とCloudlet［１６］を紹介してい

る。Hyrax は、Android 端末に対してクラウドサービスを提供

するための Hadoop ベースのプラットフォームである。

Cloudlet は、モバイル機器の近くにサービスソフトウェアを動

的にインスタンス化し、利用可能にする仕組みを提供すること

で、効率的な利用環境を提供する。我々が設計しているシステ

ムのクラウド側の特徴は、EXAGE［１７］を用いて大量のモバ

イル機器からのアクセスに対応可能なスケーラブルな仕組み

を実現することにある。Hadoop ベースの Hyrax に比べると、

「キー ‒ 値」のテーブルを簡単に扱うことができるだけでなく、

並列処理に関わる部分のプログラム記述量が極めて少ないた

め、アプリケーション本来のプログラム開発に集中できるとい

うメリットがある。また Cloudlet のような仕組みは事前に組

み込まれていないが、大きなプログラムを開発することなく同

様の仕組みを実現することは可能であり、再利用性の高い仕

組みはライブラリ化していくことが重要であると考えている。
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6. まとめ
　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすと考

えているスマート端末に注目し、我々の技術的アプローチの方

向性について紹介した。

　スマート端末は今後新しい市場を作る大きな可能性を持っ

ているが、その中でのクラウド環境の位置付けは、極めて重要

である。本稿で示したように、スマート端末を単なる端末と捉

えるのではなく、モバイルクラウドの構成要素と捉えて、利用者

に新しい価値 ( ワークスタイルやビジネスモデル ) を提案して

いく予定である。

利用者 スマート端末

スマート端末が利用者に与える価値
キーボード操作不要なUIの提供
状況に応じた最適な情報の提供
利用者の活動を踏まえたコミュニケーション環境の提供
ビジネスプロセス連携の支援

モバイルクラウドが利用者に与える価値

●新しいワークスタイル

●新しいビジネスモデル

●今までコンピュータが使われていなかった環境での利用
　⇒現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等

●モバイル環境でビジネスプロセスが完結することによるビジネススピードの向上
　⇒現場での決済や注文等

モバイルクラウドがスマート端末に提供する機能

モバイルクラウド

1.
2.
3.
4.

1. コンテキスト情報管理
2.モバイルサービス管理・連携

業務･
サービス

生産、流通、
販売

会計、経理、
人事

顧客管理、
営業支援

グループウェア 情報資源共有 遠隔操作･
管理

業界向け
サービス

SaaS

PaaS

IaaS

③マイクロ広告
システム

④ナビゲーション
システム

⑤高齢者向け
ツイッター

⑥業務マニュアル
システム

⑦金融機関向け
モバイル活用
プラットフォーム
サービス

スマート端末向けアプリケーションプラットフォーム

④AR 技術 ⑥マーカ読み
込み技術

⑥デバイス
連携技術 位置推定技術 行動認識技術

②Smart-let ( スマート端末管理基盤 )

①セキュアオンラインストレージ
”Sola”

大規模並列分散システム
開発プラットフォーム
(EXAGE/Database)

EINS/SPS : 仮想サーバ管理

クラウドストレージ(EXAGE/Storage)

特集論文記載テーマ

それ以外のテーマ／
インテック商品

(h)EINS/SPS MDR(EINS/
SPS Multi point Data

 Recovery)

クラウドビジネス
管理プロセス

●契約
●サービスオーダ
●課金 /請求
●セキュリティ
●統計/障害
●構成
・
・
・

データセンタ
データセンタ

SaaS
PaaS
IaaS

SaaS
PaaS
IaaS

インターネット

PC、スマート端末 スマート端末(iOS、Android)

開発プラットフォーム
【狙い】低コストで迅速に
開発できる環境の提供

HTML5+JavaScript

API 入力

アプリケーションビルダ

ビルド

ダウンロード

HTML5 + JavaScript

ミニブラウザ

アプリケーション

API1 API2

ス
タ
ブ

処
理
実
体

【特徴】
①最適な処理実行制御機能の提供
②独自機能の提供
③異なるスマート端末への対応
④プラットフォームのオープン化

サーバ
アプリケーション

Webサーバ

スケーラブルな(EXAGE/Database)
サービス指向アーキテクチャ

・・・
【特徴】
①セキュリティの保証
②スケーラビリティの確保
③コンテキスト情報を用いた
　サービス連携

マーケットプレイス

サービス提供プラットフォーム

【狙い】手軽にしかも安全にサービス開始できる環境の提供

ドキュメント        　画像　            動画

モバイルクラウド

ス
タ
ブ

処
理
実
体

API1 API2

利
用
環
境

モ
バ
イ
ル

イ
ン
ハ
ウ
ス

Ｂ
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業務用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容
利用形態

閲覧　　入力

コミュニ
ケー
ション

ビジネス
プロセス
連携

製薬会社MR端末

営業決済端末

エリアマネージャー
情報端末

機器保守・修理業務端末

修繕工事報告業務

店舗での接客端末

店舗での
在庫確認端末

棚卸・発注業務端末

飲食店オーダーシステム

ペーパーレス会議端末

カタログ通販

製薬会社のMR(Medical Representatives:医薬情報担当者 )が、医師や薬剤師に、
画像や動画を使って短時間でより分かり易くする商品説明する時などに活用する。

生保の外回り営業の情報端末として活用する。顧客の契約情報の閲覧や商品パンフ
レットの表示の他、保険料のクレジットカード決済端末としても利用する。

本部とエリアマネージャーの情報共有に活用する。

作業員が出先で作業マニュアルを参照したり、作業進捗やGPS情報を本部で把握す
ることにより作業員を効率的に配置する目的で活用する。

マンションなどの修繕工事業務の作業報告を作成するためのツールとしてカメラ付き
スマートフォンを活用する。

小売店などの店頭での接客時に、画像や動画を使ってより分かり易く、商品説明す
る。とくに店舗に置いていない商品の説明に有効である。

商品の在庫を確認する端末として活用する。顧客を待たせることなく在庫を確認できる。

小売り店頭で、バーコードを読み込みながら、在庫棚卸や発注業務する端末として活
用する。

飲食店でテーブルでセルフオーダする端末としてタブレット端末を活用する。従来の
端末よりもシステムコストが安くすむ。

経営会議など社内での重要な会議において、資料閲覧などに活用する。

カタログ通販会社が、タブレット端末に向けたカタログ配信を行い、ネット通販につな
げる目的に活用する。画像拡大や在庫確認など紙カタログにはない利便性を提供する。
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　また上記（２）は、開発したシステムを公開し、ダウンロードで

きる仕組みに加え、利用者が要求するセキュリティレベルに合

せた管理の仕組みがスマート端末上に自動的に導入され、モバ

イルクラウドを利用できるようにすることを狙いとしている。

関する API、コンテキスト情報を提供する API 等を開発

している。

（３）異なるスマート端末 OS への対応

アプリケーションプログラムを一つ開発するだけで、

iPhone用、iPad 用、Android 用など異なるスマート端末

OSに対応できるようにする。 

（４）プラットフォームのオープン化 

提供するサービスの API だけでなく、環境に組み込むた

めのプロトコルもオープンにすることで、他社が開発した

サービスも本プラットフォーム上で活用できるようにする。

5.3   サービス提供プラットフォームの概要
　サービス提供プラットフォームは、開発プラットフォームで開

発されたシステムを利用者に公開するためのマーケットプレイ

スと、スマート端末上で稼働するアプリケーションが利用する

サービスを提供するモバイルクラウドで構成される。我々が提

供するモバイルクラウドの特徴は、以下の３つである。

（１）セキュリティの確保

セキュリティを確保するために、リモートから端末管理で

きる仕組み［９］を実現する。現状は、ロック／アンロック／

ワイプと基本的な機能を先行して提供しているが、最終的
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モバイルクラウド実現に向けた技術的アプローチ

1.  はじめに

特集

概要
  スマートフォン／タブレット端末（以下、とくに区別なく両方の機器を指す場合は、スマート端末と呼ぶ）が一般

利用者の注目を大いに集め、今までにない勢いで市場に普及し始めている。このような傾向は更に拡大する方向

にあり、今後は、企業向けにも広く普及すると予想している。 本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果

たすと考えているスマート端末を中心とする我々の技術的アプローチを紹介する。モバイルクラウドは今後、「既

存のモバイル機器のスマート端末による置き換え」が進んだ後、スマート端末が装備する「センサやカメラの高度

利用」が本格化し、最終的には端末側だけでなく「クラウド環境の高度利用」するという3つの段階を経て発展

すると想定している。それぞれの段階で必要となる技術に関する当社の取り組み状況を述べるとともに、モバイル

クラウドの最終ゴールのイメージの一つとして取り組んでいるモバイルクラウドプラットフォームを紹介する。

特
集

特
集

特
集

　Mark Weiser が１９９１年にユビキタスコンピューティングの

概念 [１] を提唱して以来、既に２０年が経過しようとしている。

無線を中心としたネットワーク技術やセンサを初めとする新し

いデバイスが進歩し、モバイル環境の高度な利用方法が提案さ

れるに伴い、利用場面も着実に広がっている。この間、モバイル

機器として携帯電話が最も普及したが、最近では市場が飽和し

てきている [２]。

　以上のような背景のもと、携帯電話の手軽さと、ノートPC

に近い処理能力を兼ね備えたスマート端末が一般利用者向け

だけでなく、企業向けにも普及し始めている。企業向けにス

マート端末の特徴を生かしたシステムを開発し、提供すること

で、今までとは異なる場面への適用や、新しいワークスタイル

の提案が可能となる。モバイル環境はデスクトップ環境に比

べ、コンピュータ操作に集中できる時間が短いため、利用者の

活動を極力阻害することなく必要な情報を取得・提供できる

ことが特に重要となる。AR(Augmented Reality : 拡張現実

感 ) や音声認識技術のようなキーボード操作が不要なユーザ

インタフェース( 以下、U I) や、コンテキストアウエアネスのよう

な利用者の活動を把握し、その活動内容に応じた情報提供す

ることでコンピュータへの指示回数を減らす仕組みを実現す

ることが高い訴求点になってくる。

　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすス

マート端末を中心に、我々の技術的アプローチの方向性につい

て紹介する。具体的には、まず第２章でモバイルクラウドの定

義を述べ、モバイルクラウドの発展可能性について議論する。

第３章では、スマート端末の利用が有効なビジネスの場面を整

理する。第４章では、モバイルクラウド発展の３つの段階の内容

と本特集論文で述べている研究開発テーマとの関係について

説明する。第５章では、現在開発中のモバイルクラウドプラット

フォームの概要について紹介する。
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スマート端末によるモバイルクラウド

4.  我々の取り組みとビジネス向け
　　モバイルクラウド発展における位置付け
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　スマート端末は、プログラム開発や資料作成等のコンピュー

タを長時間駆使するような作業よりも、立った姿勢や移動して

行うような作業を手軽に素早くサポートする場面に適用するこ

とで、その有効性が一層増す。そのような場面には、以下の特

徴がある。

（１）情報の閲覧が中心で、たくさんのテキスト情報を入力する

　　必要がない。

（２）情報の閲覧中に、確認等のコミュニケーションが発生する。

（３）情報の閲覧だけでなく、注文や決済等のサービスを安全に

　　利用することができることにより、その場でビジネスプロ

　　セスを完結する。

　ビジネス応用として例えば文献［７］に複数の例がまとめて

あるが、本稿ではとくにスマート端末の適用が有効と思われる

１１のビジネスの場面を我々独自に取り上げ、以下の４つの観

点で分類して整理した。( 表1参照 )

（１）利用環境

想定している利用環境としては、社外で用いる「モバイル」

4.1  我々の取り組みの概要
　モバイルクラウドに関する我々の取り組みとして本特集で

は、以下の7つのテーマを紹介する。

（１）セキュアオンラインストレージシステム"Sola"［８］

Sola は、Windows や Mac OS X、Linux、スマート端末

などマルチプラットフォームに対応した、クラウド環境上で

仮想的なストレージ領域を提供するシステムである。端末

側で暗号化することにより、クラウド側に一切の秘密情報

を保持しない点に特徴がある。

（２）遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理とセキュリティ・

　　ソリューション［９］

モバイルデバイスの遠隔制御技術を用いて、スマート端末

が装備するカメラ等のデバイスの使用を制限する等の機

能を提供する。様々なセキュリティ・ソリューションを短

期間に構築でき、サービスを提供することができるという

特徴がある。

（３）マイクロ広告システム［１０］

マイクロ広告システムは、店舗等のお客さまの顔が見えるコ

ミュニティ向けに広告を配信するシステムである。お客さま

の状況を最も把握しているお店の店員が、スマート端末を用

いて広告等の情報発信を簡便にできる点に特徴がある。

4.2  モバイルクラウド発展における
        我々の取り組みの位置付け
　ビジネス向けアプリケーションの分野においてモバイルクラ

ウドは、以下の３つの段階を経て発展すると考える。

（１）既存のモバイル機器のスマート端末による置き換え

①概要　

モバイルクラウド発展の第一段階は、シンクライアント

等の業務端末、携帯電話、ノートPC 等が利用されてい

た場面にスマート端末が適用されるようになる。利用者

は、スマート端末が提供するツール類を主に活用し、足り

ない機能は独自に対応する。本段階におけるシステム

は、端末側の機能充実がメインであり、必ずしもモバイ

ルクラウドのメリットを享受する必要はない。具体的に

は、以下のような活用がある。

●コミュニケーション／コラボレーション

●社内システムとの連携

●業務端末（シンクライアント等）／携帯電話／ノート    

　PC の置き換え

②我々のアプローチ

第一段階で最初にクリアすべきことは、ビジネスで安全

にスマート端末を活用できるような製品・ソリューショ

ンを提供することである。そのため、Solaによるモバイ

ルクラウトでの安全なデータ管理や、Smart-let による

端末管理といった技術開発に取り組んでいる。

（２）センサやカメラの高度利用

①概要

第二段階でのモバイルクラウドは、スマート端末の特徴

を生かし、従来のモバイル機器では実現出来なかったよ

うな新しい価値を提供するようになる。スマート端末を

かざすだけでわかる、会話の内容からレコメンドしてく

れる、場所や時間や作業内容に応じた情報を提供してく

れる、といったことが実現されるようになる。そのため

に、下記技術開発するとともに、有効なビジネスの場面

やワークスタイルに関する仮説の立案・検証が重要に

なる。

●AR 技術

●音声認識技術

●レコメンデーション技術

●コンテキストアウエアネス

②我々のアプローチ

第二段階に向けては、スマート端末の特徴を生かした新

しいタイプのアプリケーションを開発し、その有効性を

実証することが重要であると考え、マイクロ広告システム

［１０］、ナビゲーションシステム［１１］、高齢者向けツイッ

ター［１２］、業務マニュアルシステム［１３］等の研究開発

を行っている。

（３）クラウド環境の高度利用

①概要

第三段階は、スマート端末以上に、クラウド環境が重要

な役割を果たす。サービス提供者は、コアとなるビジネ

スコンポーネントを開発するだけで、サービスを開始で

きるようになるとともに、スマート端末間の連携や日々

蓄積される情報を分析し、活用するようになる。すなわ

ち、以下の点が重要になってくる。

●サービスの連携

●端末間連携

●収集した情報の活用（分析等）

②我々のアプローチ

モバイルクラウドに必要とされるアーキテクチャ設計を

している段階である。第二段階に向けた取り組みを進め

る中で、必要となる仕組みを実現していく予定である。

金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス

［１４］は、最終段階のイメージに近いシステムを構築し

て、実際の商用サービスをまもなく提供するものである。

　本稿では、モバイルクラウド [３、４、５]を、「モバイル機器向

けに提供されるクラウド環境」と定義するものとする。モバイル

クラウドに関して我々は、「スマート端末がモバイルクラウドの

発展を加速し、またモバイルクラウドがクラウドビジネスを大

きく牽引する可能性が高い。」と予測する。このように予測する

理由は、以下のとおりである。

（１）スマート端末が広く普及し始めている

株式会社MM総研によると、２０１０年度のスマートフォン出荷

台数は８５５万台となり、２０１１年度の出荷台数は１,９８６万台

になると予測している［６］。２０１１年度の携帯電話の出荷

台数予測が４,０５０万台であり、序々に携帯電話がスマート

端末に置き換わってきている様子が見て取れる。また、利

用場面もプライベートな利用から企業そのものでの利用

に広がりを見せている。

（４）園内ナビゲーションシステム［１１］

園内ナビゲーションシステムは、動物園等の園内において

利用するためのナビゲーションシステムである。デフォルメ

された地図を用いたイラストマップナビゲーション及び、

AR 技術を用いた情報提供に特徴がある。

（５）高齢者向けツイッター［１２］

高齢者がスマートフォンを用いてツイッターにアクセスするた

めのシステムである。富山インターネット市民塾で活用してお

り、高齢者のユーザ特性を考慮した設計に特徴がある。

（６）スマート端末を利用した新しい業務インタフェース［１３］

スマート端末の特徴を生かした業務向けインタフェースの

提案である。具体的には、「かざす」ユーザインタフェースに

よる業務マニュアルアプリケーションと、デジタルペンデー

タのBluetooth 通信アプリケーションについて提案する。

（７）金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス［１４］

本サービス（F３ Mobile Shield Center Service）は、F３ 

CRMシステムの拡張機能として、スマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービス

である。本サービスの特徴は、スマート端末と行内ネット

ワークの間に盾となるシールドセンターを置くことで、情報

保護と情報活用ニーズを両立している点にある。

　モバイルクラウドのソフトウェアレイヤに、上記テーマの位置

付けをマッピングしたのが図２である。

2.  モバイルクラウド

（２）スマート端末からクラウド環境にアクセスする際の制約が

　　ほぼなくなりつつある

スマート端末のほとんどの機種は、利用する場所の回線状

況に応じて Wi-Fi と３G 回線から最適な回線を自動的に選

択し、使用する。また、HTML５も使えるため、端末メーカ

やキャリアが異なるために特定のサービスが受けられな

いという問題から解放されつつある。

（３）スマート端末がクラウド環境の価値を高める

クラウド環境は、スマート端末のハードウェアリソースを拡

張するだけでなく、手軽にしかも安全にソフトウェアや

データを共有できることでその利用範囲を拡大する。その

結果、クラウド環境を利用するスマート端末が増加し、クラ

ウド環境の価値が一層高まる。

　モバイルクラウドの主な構成要素は、スマート端末とクラウド

環境である。スマート端末は、利用者がクラウド環境にアクセス

するための U I を提供する。コンピュータ操作に集中できるデス

クトップ環境と異なりモバイル環境では、細かい指示を与えなく

ても、必要とするコンピュータ操作を完了できることが重要で

ある。すなわち、以下のような機能を提供する必要がある。

（１）キーボード操作不要なU I の提供

画面のタッチ、ジェスチャ、音声入力等の簡便な入力によ

り、スマート端末に必要な指示を与えることができる。

（２）状況に応じた最適な情報の提供

利用者の操作履歴、センサによる利用者の動き、GPSに

よる位置情報といった利用者の活動情報を収集し、活用す

ることで、直接指示しなくても最適な情報を提示できる。

（３）利用者の活動を踏まえたコミュニケーションの支援

閲覧していた情報の内容や操作履歴に基づいてコミュニ

図１  モバイルクラウドのイメージ

ケーション方法や相手を自動的に特定し、コミュニケー

ションを開始できるようにする。

（４）ビジネスプロセス連携の支援

他のビジネスプロセスと連携できる仕組みを実現し、オフ

イスに戻ることなくモバイル環境でビジネスプロセスを完

結できるようにする。

　以上の機能を利用者に提供するために、クラウド環境はス

マート端末に対して少なくとも以下の２つの機能を提供する必

要がある。

（１）コンテキスト情報管理

利用者の活動に関わる情報を収集し、収集した情報に基

づき、利用者の状態や、利用者が期待しているサポート内

容を自動的に判断する仕組みを提供する。

（２）モバイルサービス管理・連携

要求されたサービスの実行や、複数のサービスが連携して

実行できるだけでなく、上記（1）で管理するコンテキスト

情報を用いて、利用者にとって最適なサービスを検索し、

実行する仕組みも提供する。

　新しいワークスタイルは、今までのモバイル環境においてコン

ピュータがあまり使用されていなかった場面に適用すること

で考案できる。例えば、通常のU I ではコンピュータ操作が面倒

であった現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等であ

る。また、モバイル環境でビジネスプロセスを完結できるように

し、ビジネスのスピードを速めることにより、新しいビジネスモ

デルの創出につながると考える。例えば現場において、今まで

できなかった決済や注文等をできるようにすることで新しい

付加価値を提供することである。

　上記をまとめたモバイルクラウドのイメージを図１に示す。

3.  スマート端末のビジネス応用

表１  スマート端末のビジネス利用シーン

環境、社内や店舗等で使用する「インハウス」環境、コン

シューマが直接使用する「B2C」環境がある。

（２）利用形態

スマート端末を利用する際に、閲覧と入力それぞれについ

て、よく発生する利用形態であれば○を付けている。

（３）コミュニケーション

スマート端末利用中に、関連するコミュニケーション ( 電

話、メール等 )が発生する場合に○を付けている。

（４）ビジネスプロセス連携

その場でビジネスを完結させるために、注文や決済等の他

のビジネスプロセスと連携する必要性が高い場合に○を

付けている。

  表1で整理した結果、閲覧のみの利用形態は少なく、入力を

必要とする場合が多いことがわかった。またコミュニケーショ

ンが発生する業務も多く、現状は携帯電話とノートPC のよう

なモバイル機器を使い分けている可能性が高いので、スマート

端末を適用する利点を出せると考える。ビジネスプロセス連携

に関しても、連携することによりメリットを享受できる業務が多

く存在することがわかる。

図２   我々の取り組みの位置付け

5. モバイルクラウドプラットフォーム
5.1 開発の狙い
  モバイルクラウドプラットフォームの開発目的は、以下のとお

りである。

（１）スマート端末向けアプリケーションを低コストで迅速に開

　　発できる環境 ( 開発プラットフォーム ) を提供すること

（２）開発したシステムを用いて、手軽にしかも安全にサービス

　　開始できる環境 ( サービス提供プラットフォーム ) を提供

　　すること

　上記（1）は、スマート端末で稼働するシステムを、HTML５を

用いて簡単に開発できるようにする。また、サービス提供者が

サービスのコアとなる独自のプログラムを開発し、クラウド環

境に導入するだけで、サービス開始できるようにすることを狙

いとしている。

図３   モバイルクラウドプラットフォーム

5.2　開発プラットフォームの概要
  開発プラットフォームとは、スマート端末上で動くアプリケー

ションを開発するための環境のことである。HTML５、

Cascading Style Sheets（以下、CSS）、JavaScript をアプ

リケーションビルダに入力として与えると、アプリケーションを

ビルドする。ビルドされたアプリケーションは、以下のような特

徴を持つ。

（１）モバイル環境での最適な処理の実行制御機構の提供

スマート端末特有の利用環境の変化 (ネットワークの接続

状態、最適なデバイスの選択等 )や利用ポリシー ( 情報の

アップデート頻度、バッテリーの充電頻度等 )に応じた最

適な処理の選択＆実行制御をできるようにする。

（２）独自機能の提供

当社独自の機能を提供する。具体的には、室内と室外とで

位置情報の取得方式が異なるので、その切り替えを自動的

にすることで連続的に位置情報を提供するAPI や、ARに

には、セキュリティポリシに応じて許可するプログラムの

設定や、スマート端末上のデータの有効期限を設定できる

ようにする。

（２）スケーラビリティの確保

モバイルクラウドのスケーラビリティに影響を与える主な

要因には、「スマート端末の数」、「アクセス頻度」、「アクセス

当りの平均処理時間」がある。アプリケーションに依存する

ため一概には言えないが、スマート端末を用いたアプリ

ケーションは、一つ一つの処理は重くないため、「スマート

端末の数」と「アクセス頻度」の影響が大きい場合が多い。

そのため、大量のスマート端末から継続的にアクセスが

あった場合も、即座に要求を受け付けることができるよう

な仕組みを実現する。

（３）コンテキスト情報を用いたサービス連携

利用者の利便性を上げるためにコンテキスト情報を収集

し、積極的に活用するためには、コンテキスト情報の内容

に応じて呼び出すサービスを変更したり、前処理／後処理

を変えたりする必要がある。このような仕組みを実現する

ために、サービス指向のアーキテクチャをベースに、コンテ

キスト情報を用いてサービス呼び出しする仕組みを実現

する。

　Fanらのサーベイ論文 [５] は、モバイルクラウドの代表的な

システムとしてHyrax［１５］とCloudlet［１６］を紹介してい

る。Hyrax は、Android 端末に対してクラウドサービスを提供

するための Hadoop ベースのプラットフォームである。

Cloudlet は、モバイル機器の近くにサービスソフトウェアを動

的にインスタンス化し、利用可能にする仕組みを提供すること

で、効率的な利用環境を提供する。我々が設計しているシステ

ムのクラウド側の特徴は、EXAGE［１７］を用いて大量のモバ

イル機器からのアクセスに対応可能なスケーラブルな仕組み

を実現することにある。Hadoop ベースの Hyrax に比べると、

「キー ‒ 値」のテーブルを簡単に扱うことができるだけでなく、

並列処理に関わる部分のプログラム記述量が極めて少ないた

め、アプリケーション本来のプログラム開発に集中できるとい

うメリットがある。また Cloudlet のような仕組みは事前に組

み込まれていないが、大きなプログラムを開発することなく同

様の仕組みを実現することは可能であり、再利用性の高い仕

組みはライブラリ化していくことが重要であると考えている。
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6. まとめ
　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすと考

えているスマート端末に注目し、我々の技術的アプローチの方

向性について紹介した。

　スマート端末は今後新しい市場を作る大きな可能性を持っ

ているが、その中でのクラウド環境の位置付けは、極めて重要

である。本稿で示したように、スマート端末を単なる端末と捉

えるのではなく、モバイルクラウドの構成要素と捉えて、利用者

に新しい価値 ( ワークスタイルやビジネスモデル ) を提案して

いく予定である。

利用者 スマート端末

スマート端末が利用者に与える価値
キーボード操作不要なUIの提供
状況に応じた最適な情報の提供
利用者の活動を踏まえたコミュニケーション環境の提供
ビジネスプロセス連携の支援

モバイルクラウドが利用者に与える価値

●新しいワークスタイル

●新しいビジネスモデル

●今までコンピュータが使われていなかった環境での利用
　⇒現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等

●モバイル環境でビジネスプロセスが完結することによるビジネススピードの向上
　⇒現場での決済や注文等

モバイルクラウドがスマート端末に提供する機能

モバイルクラウド

1.
2.
3.
4.

1. コンテキスト情報管理
2.モバイルサービス管理・連携

業務･
サービス

生産、流通、
販売

会計、経理、
人事

顧客管理、
営業支援

グループウェア 情報資源共有 遠隔操作･
管理

業界向け
サービス

SaaS

PaaS

IaaS

③マイクロ広告
システム

④ナビゲーション
システム

⑤高齢者向け
ツイッター

⑥業務マニュアル
システム

⑦金融機関向け
モバイル活用
プラットフォーム
サービス

スマート端末向けアプリケーションプラットフォーム

④AR 技術 ⑥マーカ読み
込み技術

⑥デバイス
連携技術 位置推定技術 行動認識技術

②Smart-let ( スマート端末管理基盤 )

①セキュアオンラインストレージ
”Sola”

大規模並列分散システム
開発プラットフォーム
(EXAGE/Database)

EINS/SPS : 仮想サーバ管理

クラウドストレージ(EXAGE/Storage)

特集論文記載テーマ

それ以外のテーマ／
インテック商品

(h)EINS/SPS MDR(EINS/
SPS Multi point Data

 Recovery)

クラウドビジネス
管理プロセス

●契約
●サービスオーダ
●課金 /請求
●セキュリティ
●統計/障害
●構成
・
・
・

データセンタ
データセンタ

SaaS
PaaS
IaaS

SaaS
PaaS
IaaS

インターネット

PC、スマート端末 スマート端末(iOS、Android)

開発プラットフォーム
【狙い】低コストで迅速に
開発できる環境の提供

HTML5+JavaScript

API 入力

アプリケーションビルダ

ビルド

ダウンロード

HTML5 + JavaScript

ミニブラウザ

アプリケーション

API1 API2

ス
タ
ブ

処
理
実
体

【特徴】
①最適な処理実行制御機能の提供
②独自機能の提供
③異なるスマート端末への対応
④プラットフォームのオープン化

サーバ
アプリケーション

Webサーバ

スケーラブルな(EXAGE/Database)
サービス指向アーキテクチャ

・・・
【特徴】
①セキュリティの保証
②スケーラビリティの確保
③コンテキスト情報を用いた
　サービス連携

マーケットプレイス

サービス提供プラットフォーム

【狙い】手軽にしかも安全にサービス開始できる環境の提供

ドキュメント        　画像　            動画

モバイルクラウド

ス
タ
ブ

処
理
実
体

API1 API2

利
用
環
境

モ
バ
イ
ル

イ
ン
ハ
ウ
ス

Ｂ
２
Ｃ

業務用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容
利用形態

閲覧　　入力

コミュニ
ケー
ション

ビジネス
プロセス
連携

製薬会社MR端末

営業決済端末

エリアマネージャー
情報端末

機器保守・修理業務端末

修繕工事報告業務

店舗での接客端末

店舗での
在庫確認端末

棚卸・発注業務端末

飲食店オーダーシステム

ペーパーレス会議端末

カタログ通販

製薬会社のMR(Medical Representatives:医薬情報担当者 )が、医師や薬剤師に、
画像や動画を使って短時間でより分かり易くする商品説明する時などに活用する。

生保の外回り営業の情報端末として活用する。顧客の契約情報の閲覧や商品パンフ
レットの表示の他、保険料のクレジットカード決済端末としても利用する。

本部とエリアマネージャーの情報共有に活用する。

作業員が出先で作業マニュアルを参照したり、作業進捗やGPS情報を本部で把握す
ることにより作業員を効率的に配置する目的で活用する。

マンションなどの修繕工事業務の作業報告を作成するためのツールとしてカメラ付き
スマートフォンを活用する。

小売店などの店頭での接客時に、画像や動画を使ってより分かり易く、商品説明す
る。とくに店舗に置いていない商品の説明に有効である。

商品の在庫を確認する端末として活用する。顧客を待たせることなく在庫を確認できる。

小売り店頭で、バーコードを読み込みながら、在庫棚卸や発注業務する端末として活
用する。

飲食店でテーブルでセルフオーダする端末としてタブレット端末を活用する。従来の
端末よりもシステムコストが安くすむ。

経営会議など社内での重要な会議において、資料閲覧などに活用する。

カタログ通販会社が、タブレット端末に向けたカタログ配信を行い、ネット通販につな
げる目的に活用する。画像拡大や在庫確認など紙カタログにはない利便性を提供する。
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　また上記（２）は、開発したシステムを公開し、ダウンロードで

きる仕組みに加え、利用者が要求するセキュリティレベルに合

せた管理の仕組みがスマート端末上に自動的に導入され、モバ

イルクラウドを利用できるようにすることを狙いとしている。

関する API、コンテキスト情報を提供する API 等を開発

している。

（３）異なるスマート端末 OS への対応

アプリケーションプログラムを一つ開発するだけで、

iPhone用、iPad 用、Android 用など異なるスマート端末

OSに対応できるようにする。 

（４）プラットフォームのオープン化 

提供するサービスの API だけでなく、環境に組み込むた

めのプロトコルもオープンにすることで、他社が開発した

サービスも本プラットフォーム上で活用できるようにする。

5.3   サービス提供プラットフォームの概要
　サービス提供プラットフォームは、開発プラットフォームで開

発されたシステムを利用者に公開するためのマーケットプレイ

スと、スマート端末上で稼働するアプリケーションが利用する

サービスを提供するモバイルクラウドで構成される。我々が提

供するモバイルクラウドの特徴は、以下の３つである。

（１）セキュリティの確保

セキュリティを確保するために、リモートから端末管理で

きる仕組み［９］を実現する。現状は、ロック／アンロック／

ワイプと基本的な機能を先行して提供しているが、最終的
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モバイルクラウド実現に向けた技術的アプローチ

1.  はじめに

特集

概要
  スマートフォン／タブレット端末（以下、とくに区別なく両方の機器を指す場合は、スマート端末と呼ぶ）が一般

利用者の注目を大いに集め、今までにない勢いで市場に普及し始めている。このような傾向は更に拡大する方向

にあり、今後は、企業向けにも広く普及すると予想している。 本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果

たすと考えているスマート端末を中心とする我々の技術的アプローチを紹介する。モバイルクラウドは今後、「既

存のモバイル機器のスマート端末による置き換え」が進んだ後、スマート端末が装備する「センサやカメラの高度

利用」が本格化し、最終的には端末側だけでなく「クラウド環境の高度利用」するという3つの段階を経て発展

すると想定している。それぞれの段階で必要となる技術に関する当社の取り組み状況を述べるとともに、モバイル

クラウドの最終ゴールのイメージの一つとして取り組んでいるモバイルクラウドプラットフォームを紹介する。

特
集

特
集

特
集

　Mark Weiser が１９９１年にユビキタスコンピューティングの

概念 [１] を提唱して以来、既に２０年が経過しようとしている。

無線を中心としたネットワーク技術やセンサを初めとする新し

いデバイスが進歩し、モバイル環境の高度な利用方法が提案さ

れるに伴い、利用場面も着実に広がっている。この間、モバイル

機器として携帯電話が最も普及したが、最近では市場が飽和し

てきている [２]。

　以上のような背景のもと、携帯電話の手軽さと、ノートPC

に近い処理能力を兼ね備えたスマート端末が一般利用者向け

だけでなく、企業向けにも普及し始めている。企業向けにス

マート端末の特徴を生かしたシステムを開発し、提供すること

で、今までとは異なる場面への適用や、新しいワークスタイル

の提案が可能となる。モバイル環境はデスクトップ環境に比

べ、コンピュータ操作に集中できる時間が短いため、利用者の

活動を極力阻害することなく必要な情報を取得・提供できる

ことが特に重要となる。AR(Augmented Reality : 拡張現実

感 ) や音声認識技術のようなキーボード操作が不要なユーザ

インタフェース( 以下、U I) や、コンテキストアウエアネスのよう

な利用者の活動を把握し、その活動内容に応じた情報提供す

ることでコンピュータへの指示回数を減らす仕組みを実現す

ることが高い訴求点になってくる。

　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすス

マート端末を中心に、我々の技術的アプローチの方向性につい

て紹介する。具体的には、まず第２章でモバイルクラウドの定

義を述べ、モバイルクラウドの発展可能性について議論する。

第３章では、スマート端末の利用が有効なビジネスの場面を整

理する。第４章では、モバイルクラウド発展の３つの段階の内容

と本特集論文で述べている研究開発テーマとの関係について

説明する。第５章では、現在開発中のモバイルクラウドプラット

フォームの概要について紹介する。

堀　雅和
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スマート端末によるモバイルクラウド

4.  我々の取り組みとビジネス向け
　　モバイルクラウド発展における位置付け
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　スマート端末は、プログラム開発や資料作成等のコンピュー

タを長時間駆使するような作業よりも、立った姿勢や移動して

行うような作業を手軽に素早くサポートする場面に適用するこ

とで、その有効性が一層増す。そのような場面には、以下の特

徴がある。

（１）情報の閲覧が中心で、たくさんのテキスト情報を入力する

　　必要がない。

（２）情報の閲覧中に、確認等のコミュニケーションが発生する。

（３）情報の閲覧だけでなく、注文や決済等のサービスを安全に

　　利用することができることにより、その場でビジネスプロ

　　セスを完結する。

　ビジネス応用として例えば文献［７］に複数の例がまとめて

あるが、本稿ではとくにスマート端末の適用が有効と思われる

１１のビジネスの場面を我々独自に取り上げ、以下の４つの観

点で分類して整理した。( 表1参照 )

（１）利用環境

想定している利用環境としては、社外で用いる「モバイル」

4.1  我々の取り組みの概要
　モバイルクラウドに関する我々の取り組みとして本特集で

は、以下の7つのテーマを紹介する。

（１）セキュアオンラインストレージシステム"Sola"［８］

Sola は、Windows や Mac OS X、Linux、スマート端末

などマルチプラットフォームに対応した、クラウド環境上で

仮想的なストレージ領域を提供するシステムである。端末

側で暗号化することにより、クラウド側に一切の秘密情報

を保持しない点に特徴がある。

（２）遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理とセキュリティ・

　　ソリューション［９］

モバイルデバイスの遠隔制御技術を用いて、スマート端末

が装備するカメラ等のデバイスの使用を制限する等の機

能を提供する。様々なセキュリティ・ソリューションを短

期間に構築でき、サービスを提供することができるという

特徴がある。

（３）マイクロ広告システム［１０］

マイクロ広告システムは、店舗等のお客さまの顔が見えるコ

ミュニティ向けに広告を配信するシステムである。お客さま

の状況を最も把握しているお店の店員が、スマート端末を用

いて広告等の情報発信を簡便にできる点に特徴がある。

4.2  モバイルクラウド発展における
        我々の取り組みの位置付け
　ビジネス向けアプリケーションの分野においてモバイルクラ

ウドは、以下の３つの段階を経て発展すると考える。

（１）既存のモバイル機器のスマート端末による置き換え

①概要　

モバイルクラウド発展の第一段階は、シンクライアント

等の業務端末、携帯電話、ノートPC 等が利用されてい

た場面にスマート端末が適用されるようになる。利用者

は、スマート端末が提供するツール類を主に活用し、足り

ない機能は独自に対応する。本段階におけるシステム

は、端末側の機能充実がメインであり、必ずしもモバイ

ルクラウドのメリットを享受する必要はない。具体的に

は、以下のような活用がある。

●コミュニケーション／コラボレーション

●社内システムとの連携

●業務端末（シンクライアント等）／携帯電話／ノート    

　PC の置き換え

②我々のアプローチ

第一段階で最初にクリアすべきことは、ビジネスで安全

にスマート端末を活用できるような製品・ソリューショ

ンを提供することである。そのため、Solaによるモバイ

ルクラウトでの安全なデータ管理や、Smart-let による

端末管理といった技術開発に取り組んでいる。

（２）センサやカメラの高度利用

①概要

第二段階でのモバイルクラウドは、スマート端末の特徴

を生かし、従来のモバイル機器では実現出来なかったよ

うな新しい価値を提供するようになる。スマート端末を

かざすだけでわかる、会話の内容からレコメンドしてく

れる、場所や時間や作業内容に応じた情報を提供してく

れる、といったことが実現されるようになる。そのため

に、下記技術開発するとともに、有効なビジネスの場面

やワークスタイルに関する仮説の立案・検証が重要に

なる。

●AR 技術

●音声認識技術

●レコメンデーション技術

●コンテキストアウエアネス

②我々のアプローチ

第二段階に向けては、スマート端末の特徴を生かした新

しいタイプのアプリケーションを開発し、その有効性を

実証することが重要であると考え、マイクロ広告システム

［１０］、ナビゲーションシステム［１１］、高齢者向けツイッ

ター［１２］、業務マニュアルシステム［１３］等の研究開発

を行っている。

（３）クラウド環境の高度利用

①概要

第三段階は、スマート端末以上に、クラウド環境が重要

な役割を果たす。サービス提供者は、コアとなるビジネ

スコンポーネントを開発するだけで、サービスを開始で

きるようになるとともに、スマート端末間の連携や日々

蓄積される情報を分析し、活用するようになる。すなわ

ち、以下の点が重要になってくる。

●サービスの連携

●端末間連携

●収集した情報の活用（分析等）

②我々のアプローチ

モバイルクラウドに必要とされるアーキテクチャ設計を

している段階である。第二段階に向けた取り組みを進め

る中で、必要となる仕組みを実現していく予定である。

金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス

［１４］は、最終段階のイメージに近いシステムを構築し

て、実際の商用サービスをまもなく提供するものである。

　本稿では、モバイルクラウド [３、４、５]を、「モバイル機器向

けに提供されるクラウド環境」と定義するものとする。モバイル

クラウドに関して我々は、「スマート端末がモバイルクラウドの

発展を加速し、またモバイルクラウドがクラウドビジネスを大

きく牽引する可能性が高い。」と予測する。このように予測する

理由は、以下のとおりである。

（１）スマート端末が広く普及し始めている

株式会社MM総研によると、２０１０年度のスマートフォン出荷

台数は８５５万台となり、２０１１年度の出荷台数は１,９８６万台

になると予測している［６］。２０１１年度の携帯電話の出荷

台数予測が４,０５０万台であり、序々に携帯電話がスマート

端末に置き換わってきている様子が見て取れる。また、利

用場面もプライベートな利用から企業そのものでの利用

に広がりを見せている。

（４）園内ナビゲーションシステム［１１］

園内ナビゲーションシステムは、動物園等の園内において

利用するためのナビゲーションシステムである。デフォルメ

された地図を用いたイラストマップナビゲーション及び、

AR 技術を用いた情報提供に特徴がある。

（５）高齢者向けツイッター［１２］

高齢者がスマートフォンを用いてツイッターにアクセスするた

めのシステムである。富山インターネット市民塾で活用してお

り、高齢者のユーザ特性を考慮した設計に特徴がある。

（６）スマート端末を利用した新しい業務インタフェース［１３］

スマート端末の特徴を生かした業務向けインタフェースの

提案である。具体的には、「かざす」ユーザインタフェースに

よる業務マニュアルアプリケーションと、デジタルペンデー

タのBluetooth 通信アプリケーションについて提案する。

（７）金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス［１４］

本サービス（F３ Mobile Shield Center Service）は、F３ 

CRMシステムの拡張機能として、スマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービス

である。本サービスの特徴は、スマート端末と行内ネット

ワークの間に盾となるシールドセンターを置くことで、情報

保護と情報活用ニーズを両立している点にある。

　モバイルクラウドのソフトウェアレイヤに、上記テーマの位置

付けをマッピングしたのが図２である。

2.  モバイルクラウド

（２）スマート端末からクラウド環境にアクセスする際の制約が

　　ほぼなくなりつつある

スマート端末のほとんどの機種は、利用する場所の回線状

況に応じて Wi-Fi と３G 回線から最適な回線を自動的に選

択し、使用する。また、HTML５も使えるため、端末メーカ

やキャリアが異なるために特定のサービスが受けられな

いという問題から解放されつつある。

（３）スマート端末がクラウド環境の価値を高める

クラウド環境は、スマート端末のハードウェアリソースを拡

張するだけでなく、手軽にしかも安全にソフトウェアや

データを共有できることでその利用範囲を拡大する。その

結果、クラウド環境を利用するスマート端末が増加し、クラ

ウド環境の価値が一層高まる。

　モバイルクラウドの主な構成要素は、スマート端末とクラウド

環境である。スマート端末は、利用者がクラウド環境にアクセス

するための U I を提供する。コンピュータ操作に集中できるデス

クトップ環境と異なりモバイル環境では、細かい指示を与えなく

ても、必要とするコンピュータ操作を完了できることが重要で

ある。すなわち、以下のような機能を提供する必要がある。

（１）キーボード操作不要なU I の提供

画面のタッチ、ジェスチャ、音声入力等の簡便な入力によ

り、スマート端末に必要な指示を与えることができる。

（２）状況に応じた最適な情報の提供

利用者の操作履歴、センサによる利用者の動き、GPSに

よる位置情報といった利用者の活動情報を収集し、活用す

ることで、直接指示しなくても最適な情報を提示できる。

（３）利用者の活動を踏まえたコミュニケーションの支援

閲覧していた情報の内容や操作履歴に基づいてコミュニ

図１  モバイルクラウドのイメージ

ケーション方法や相手を自動的に特定し、コミュニケー

ションを開始できるようにする。

（４）ビジネスプロセス連携の支援

他のビジネスプロセスと連携できる仕組みを実現し、オフ

イスに戻ることなくモバイル環境でビジネスプロセスを完

結できるようにする。

　以上の機能を利用者に提供するために、クラウド環境はス

マート端末に対して少なくとも以下の２つの機能を提供する必

要がある。

（１）コンテキスト情報管理

利用者の活動に関わる情報を収集し、収集した情報に基

づき、利用者の状態や、利用者が期待しているサポート内

容を自動的に判断する仕組みを提供する。

（２）モバイルサービス管理・連携

要求されたサービスの実行や、複数のサービスが連携して

実行できるだけでなく、上記（1）で管理するコンテキスト

情報を用いて、利用者にとって最適なサービスを検索し、

実行する仕組みも提供する。

　新しいワークスタイルは、今までのモバイル環境においてコン

ピュータがあまり使用されていなかった場面に適用すること

で考案できる。例えば、通常のU I ではコンピュータ操作が面倒

であった現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等であ

る。また、モバイル環境でビジネスプロセスを完結できるように

し、ビジネスのスピードを速めることにより、新しいビジネスモ

デルの創出につながると考える。例えば現場において、今まで

できなかった決済や注文等をできるようにすることで新しい

付加価値を提供することである。

　上記をまとめたモバイルクラウドのイメージを図１に示す。

3.  スマート端末のビジネス応用

表１  スマート端末のビジネス利用シーン

環境、社内や店舗等で使用する「インハウス」環境、コン

シューマが直接使用する「B2C」環境がある。

（２）利用形態

スマート端末を利用する際に、閲覧と入力それぞれについ

て、よく発生する利用形態であれば○を付けている。

（３）コミュニケーション

スマート端末利用中に、関連するコミュニケーション ( 電

話、メール等 )が発生する場合に○を付けている。

（４）ビジネスプロセス連携

その場でビジネスを完結させるために、注文や決済等の他

のビジネスプロセスと連携する必要性が高い場合に○を

付けている。

  表1で整理した結果、閲覧のみの利用形態は少なく、入力を

必要とする場合が多いことがわかった。またコミュニケーショ

ンが発生する業務も多く、現状は携帯電話とノートPC のよう

なモバイル機器を使い分けている可能性が高いので、スマート

端末を適用する利点を出せると考える。ビジネスプロセス連携

に関しても、連携することによりメリットを享受できる業務が多

く存在することがわかる。

図２   我々の取り組みの位置付け

5. モバイルクラウドプラットフォーム
5.1 開発の狙い
  モバイルクラウドプラットフォームの開発目的は、以下のとお

りである。

（１）スマート端末向けアプリケーションを低コストで迅速に開

　　発できる環境 ( 開発プラットフォーム ) を提供すること

（２）開発したシステムを用いて、手軽にしかも安全にサービス

　　開始できる環境 ( サービス提供プラットフォーム ) を提供

　　すること

　上記（1）は、スマート端末で稼働するシステムを、HTML５を

用いて簡単に開発できるようにする。また、サービス提供者が

サービスのコアとなる独自のプログラムを開発し、クラウド環

境に導入するだけで、サービス開始できるようにすることを狙

いとしている。

図３   モバイルクラウドプラットフォーム

5.2　開発プラットフォームの概要
  開発プラットフォームとは、スマート端末上で動くアプリケー

ションを開発するための環境のことである。HTML５、

Cascading Style Sheets（以下、CSS）、JavaScript をアプ

リケーションビルダに入力として与えると、アプリケーションを

ビルドする。ビルドされたアプリケーションは、以下のような特

徴を持つ。

（１）モバイル環境での最適な処理の実行制御機構の提供

スマート端末特有の利用環境の変化 (ネットワークの接続

状態、最適なデバイスの選択等 )や利用ポリシー ( 情報の

アップデート頻度、バッテリーの充電頻度等 )に応じた最

適な処理の選択＆実行制御をできるようにする。

（２）独自機能の提供

当社独自の機能を提供する。具体的には、室内と室外とで

位置情報の取得方式が異なるので、その切り替えを自動的

にすることで連続的に位置情報を提供するAPI や、ARに

には、セキュリティポリシに応じて許可するプログラムの

設定や、スマート端末上のデータの有効期限を設定できる

ようにする。

（２）スケーラビリティの確保

モバイルクラウドのスケーラビリティに影響を与える主な

要因には、「スマート端末の数」、「アクセス頻度」、「アクセス

当りの平均処理時間」がある。アプリケーションに依存する

ため一概には言えないが、スマート端末を用いたアプリ

ケーションは、一つ一つの処理は重くないため、「スマート

端末の数」と「アクセス頻度」の影響が大きい場合が多い。

そのため、大量のスマート端末から継続的にアクセスが

あった場合も、即座に要求を受け付けることができるよう

な仕組みを実現する。

（３）コンテキスト情報を用いたサービス連携

利用者の利便性を上げるためにコンテキスト情報を収集

し、積極的に活用するためには、コンテキスト情報の内容

に応じて呼び出すサービスを変更したり、前処理／後処理

を変えたりする必要がある。このような仕組みを実現する

ために、サービス指向のアーキテクチャをベースに、コンテ

キスト情報を用いてサービス呼び出しする仕組みを実現

する。

　Fanらのサーベイ論文 [５] は、モバイルクラウドの代表的な

システムとしてHyrax［１５］とCloudlet［１６］を紹介してい

る。Hyrax は、Android 端末に対してクラウドサービスを提供

するための Hadoop ベースのプラットフォームである。

Cloudlet は、モバイル機器の近くにサービスソフトウェアを動

的にインスタンス化し、利用可能にする仕組みを提供すること

で、効率的な利用環境を提供する。我々が設計しているシステ

ムのクラウド側の特徴は、EXAGE［１７］を用いて大量のモバ

イル機器からのアクセスに対応可能なスケーラブルな仕組み

を実現することにある。Hadoop ベースの Hyrax に比べると、

「キー ‒ 値」のテーブルを簡単に扱うことができるだけでなく、

並列処理に関わる部分のプログラム記述量が極めて少ないた

め、アプリケーション本来のプログラム開発に集中できるとい

うメリットがある。また Cloudlet のような仕組みは事前に組

み込まれていないが、大きなプログラムを開発することなく同

様の仕組みを実現することは可能であり、再利用性の高い仕

組みはライブラリ化していくことが重要であると考えている。
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6. まとめ
　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすと考

えているスマート端末に注目し、我々の技術的アプローチの方

向性について紹介した。

　スマート端末は今後新しい市場を作る大きな可能性を持っ

ているが、その中でのクラウド環境の位置付けは、極めて重要

である。本稿で示したように、スマート端末を単なる端末と捉

えるのではなく、モバイルクラウドの構成要素と捉えて、利用者

に新しい価値 ( ワークスタイルやビジネスモデル ) を提案して

いく予定である。

利用者 スマート端末

スマート端末が利用者に与える価値
キーボード操作不要なUIの提供
状況に応じた最適な情報の提供
利用者の活動を踏まえたコミュニケーション環境の提供
ビジネスプロセス連携の支援

モバイルクラウドが利用者に与える価値

●新しいワークスタイル

●新しいビジネスモデル

●今までコンピュータが使われていなかった環境での利用
　⇒現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等

●モバイル環境でビジネスプロセスが完結することによるビジネススピードの向上
　⇒現場での決済や注文等

モバイルクラウドがスマート端末に提供する機能

モバイルクラウド

1.
2.
3.
4.

1. コンテキスト情報管理
2.モバイルサービス管理・連携

業務･
サービス

生産、流通、
販売

会計、経理、
人事

顧客管理、
営業支援

グループウェア 情報資源共有 遠隔操作･
管理

業界向け
サービス

SaaS

PaaS

IaaS

③マイクロ広告
システム

④ナビゲーション
システム

⑤高齢者向け
ツイッター

⑥業務マニュアル
システム

⑦金融機関向け
モバイル活用
プラットフォーム
サービス

スマート端末向けアプリケーションプラットフォーム

④AR 技術 ⑥マーカ読み
込み技術

⑥デバイス
連携技術 位置推定技術 行動認識技術

②Smart-let ( スマート端末管理基盤 )

①セキュアオンラインストレージ
”Sola”

大規模並列分散システム
開発プラットフォーム
(EXAGE/Database)

EINS/SPS : 仮想サーバ管理

クラウドストレージ(EXAGE/Storage)
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データセンタ
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インターネット

PC、スマート端末 スマート端末(iOS、Android)

開発プラットフォーム
【狙い】低コストで迅速に
開発できる環境の提供

HTML5+JavaScript

API 入力

アプリケーションビルダ

ビルド

ダウンロード

HTML5 + JavaScript

ミニブラウザ

アプリケーション
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ス
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理
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【特徴】
①最適な処理実行制御機能の提供
②独自機能の提供
③異なるスマート端末への対応
④プラットフォームのオープン化
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アプリケーション

Webサーバ
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サービス指向アーキテクチャ

・・・
【特徴】
①セキュリティの保証
②スケーラビリティの確保
③コンテキスト情報を用いた
　サービス連携

マーケットプレイス

サービス提供プラットフォーム

【狙い】手軽にしかも安全にサービス開始できる環境の提供
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閲覧　　入力

コミュニ
ケー
ション

ビジネス
プロセス
連携

製薬会社MR端末

営業決済端末

エリアマネージャー
情報端末

機器保守・修理業務端末

修繕工事報告業務

店舗での接客端末

店舗での
在庫確認端末

棚卸・発注業務端末

飲食店オーダーシステム

ペーパーレス会議端末

カタログ通販

製薬会社のMR(Medical Representatives:医薬情報担当者 )が、医師や薬剤師に、
画像や動画を使って短時間でより分かり易くする商品説明する時などに活用する。

生保の外回り営業の情報端末として活用する。顧客の契約情報の閲覧や商品パンフ
レットの表示の他、保険料のクレジットカード決済端末としても利用する。

本部とエリアマネージャーの情報共有に活用する。

作業員が出先で作業マニュアルを参照したり、作業進捗やGPS情報を本部で把握す
ることにより作業員を効率的に配置する目的で活用する。

マンションなどの修繕工事業務の作業報告を作成するためのツールとしてカメラ付き
スマートフォンを活用する。

小売店などの店頭での接客時に、画像や動画を使ってより分かり易く、商品説明す
る。とくに店舗に置いていない商品の説明に有効である。

商品の在庫を確認する端末として活用する。顧客を待たせることなく在庫を確認できる。

小売り店頭で、バーコードを読み込みながら、在庫棚卸や発注業務する端末として活
用する。

飲食店でテーブルでセルフオーダする端末としてタブレット端末を活用する。従来の
端末よりもシステムコストが安くすむ。

経営会議など社内での重要な会議において、資料閲覧などに活用する。

カタログ通販会社が、タブレット端末に向けたカタログ配信を行い、ネット通販につな
げる目的に活用する。画像拡大や在庫確認など紙カタログにはない利便性を提供する。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　

○

　

○

○

　

　

○

○

　

○

　

○

○

○

○

○

　

○

　

　

○

　

○

　

　

○

　

○

○

　

○

　また上記（２）は、開発したシステムを公開し、ダウンロードで

きる仕組みに加え、利用者が要求するセキュリティレベルに合

せた管理の仕組みがスマート端末上に自動的に導入され、モバ

イルクラウドを利用できるようにすることを狙いとしている。

関する API、コンテキスト情報を提供する API 等を開発

している。

（３）異なるスマート端末 OS への対応

アプリケーションプログラムを一つ開発するだけで、

iPhone用、iPad 用、Android 用など異なるスマート端末

OSに対応できるようにする。 

（４）プラットフォームのオープン化 

提供するサービスの API だけでなく、環境に組み込むた

めのプロトコルもオープンにすることで、他社が開発した

サービスも本プラットフォーム上で活用できるようにする。

5.3   サービス提供プラットフォームの概要
　サービス提供プラットフォームは、開発プラットフォームで開

発されたシステムを利用者に公開するためのマーケットプレイ

スと、スマート端末上で稼働するアプリケーションが利用する

サービスを提供するモバイルクラウドで構成される。我々が提

供するモバイルクラウドの特徴は、以下の３つである。

（１）セキュリティの確保

セキュリティを確保するために、リモートから端末管理で

きる仕組み［９］を実現する。現状は、ロック／アンロック／

ワイプと基本的な機能を先行して提供しているが、最終的
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モバイルクラウド実現に向けた技術的アプローチ

1.  はじめに

特集

概要
  スマートフォン／タブレット端末（以下、とくに区別なく両方の機器を指す場合は、スマート端末と呼ぶ）が一般

利用者の注目を大いに集め、今までにない勢いで市場に普及し始めている。このような傾向は更に拡大する方向

にあり、今後は、企業向けにも広く普及すると予想している。 本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果

たすと考えているスマート端末を中心とする我々の技術的アプローチを紹介する。モバイルクラウドは今後、「既

存のモバイル機器のスマート端末による置き換え」が進んだ後、スマート端末が装備する「センサやカメラの高度

利用」が本格化し、最終的には端末側だけでなく「クラウド環境の高度利用」するという3つの段階を経て発展

すると想定している。それぞれの段階で必要となる技術に関する当社の取り組み状況を述べるとともに、モバイル

クラウドの最終ゴールのイメージの一つとして取り組んでいるモバイルクラウドプラットフォームを紹介する。

特
集

特
集

特
集

　Mark Weiser が１９９１年にユビキタスコンピューティングの

概念 [１] を提唱して以来、既に２０年が経過しようとしている。

無線を中心としたネットワーク技術やセンサを初めとする新し

いデバイスが進歩し、モバイル環境の高度な利用方法が提案さ

れるに伴い、利用場面も着実に広がっている。この間、モバイル

機器として携帯電話が最も普及したが、最近では市場が飽和し

てきている [２]。

　以上のような背景のもと、携帯電話の手軽さと、ノートPC

に近い処理能力を兼ね備えたスマート端末が一般利用者向け

だけでなく、企業向けにも普及し始めている。企業向けにス

マート端末の特徴を生かしたシステムを開発し、提供すること

で、今までとは異なる場面への適用や、新しいワークスタイル

の提案が可能となる。モバイル環境はデスクトップ環境に比

べ、コンピュータ操作に集中できる時間が短いため、利用者の

活動を極力阻害することなく必要な情報を取得・提供できる

ことが特に重要となる。AR(Augmented Reality : 拡張現実

感 ) や音声認識技術のようなキーボード操作が不要なユーザ

インタフェース( 以下、U I) や、コンテキストアウエアネスのよう

な利用者の活動を把握し、その活動内容に応じた情報提供す

ることでコンピュータへの指示回数を減らす仕組みを実現す

ることが高い訴求点になってくる。

　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすス

マート端末を中心に、我々の技術的アプローチの方向性につい

て紹介する。具体的には、まず第２章でモバイルクラウドの定

義を述べ、モバイルクラウドの発展可能性について議論する。

第３章では、スマート端末の利用が有効なビジネスの場面を整

理する。第４章では、モバイルクラウド発展の３つの段階の内容

と本特集論文で述べている研究開発テーマとの関係について

説明する。第５章では、現在開発中のモバイルクラウドプラット

フォームの概要について紹介する。
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スマート端末によるモバイルクラウド

4.  我々の取り組みとビジネス向け
　　モバイルクラウド発展における位置付け
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　スマート端末は、プログラム開発や資料作成等のコンピュー

タを長時間駆使するような作業よりも、立った姿勢や移動して

行うような作業を手軽に素早くサポートする場面に適用するこ

とで、その有効性が一層増す。そのような場面には、以下の特

徴がある。

（１）情報の閲覧が中心で、たくさんのテキスト情報を入力する

　　必要がない。

（２）情報の閲覧中に、確認等のコミュニケーションが発生する。

（３）情報の閲覧だけでなく、注文や決済等のサービスを安全に

　　利用することができることにより、その場でビジネスプロ

　　セスを完結する。

　ビジネス応用として例えば文献［７］に複数の例がまとめて

あるが、本稿ではとくにスマート端末の適用が有効と思われる

１１のビジネスの場面を我々独自に取り上げ、以下の４つの観

点で分類して整理した。( 表1参照 )

（１）利用環境

想定している利用環境としては、社外で用いる「モバイル」

4.1  我々の取り組みの概要
　モバイルクラウドに関する我々の取り組みとして本特集で

は、以下の7つのテーマを紹介する。

（１）セキュアオンラインストレージシステム"Sola"［８］

Sola は、Windows や Mac OS X、Linux、スマート端末

などマルチプラットフォームに対応した、クラウド環境上で

仮想的なストレージ領域を提供するシステムである。端末

側で暗号化することにより、クラウド側に一切の秘密情報

を保持しない点に特徴がある。

（２）遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理とセキュリティ・

　　ソリューション［９］

モバイルデバイスの遠隔制御技術を用いて、スマート端末

が装備するカメラ等のデバイスの使用を制限する等の機

能を提供する。様々なセキュリティ・ソリューションを短

期間に構築でき、サービスを提供することができるという

特徴がある。

（３）マイクロ広告システム［１０］

マイクロ広告システムは、店舗等のお客さまの顔が見えるコ

ミュニティ向けに広告を配信するシステムである。お客さま

の状況を最も把握しているお店の店員が、スマート端末を用

いて広告等の情報発信を簡便にできる点に特徴がある。

4.2  モバイルクラウド発展における
        我々の取り組みの位置付け
　ビジネス向けアプリケーションの分野においてモバイルクラ

ウドは、以下の３つの段階を経て発展すると考える。

（１）既存のモバイル機器のスマート端末による置き換え

①概要　

モバイルクラウド発展の第一段階は、シンクライアント

等の業務端末、携帯電話、ノートPC 等が利用されてい

た場面にスマート端末が適用されるようになる。利用者

は、スマート端末が提供するツール類を主に活用し、足り

ない機能は独自に対応する。本段階におけるシステム

は、端末側の機能充実がメインであり、必ずしもモバイ

ルクラウドのメリットを享受する必要はない。具体的に

は、以下のような活用がある。

●コミュニケーション／コラボレーション

●社内システムとの連携

●業務端末（シンクライアント等）／携帯電話／ノート    

　PC の置き換え

②我々のアプローチ

第一段階で最初にクリアすべきことは、ビジネスで安全

にスマート端末を活用できるような製品・ソリューショ

ンを提供することである。そのため、Solaによるモバイ

ルクラウトでの安全なデータ管理や、Smart-let による

端末管理といった技術開発に取り組んでいる。

（２）センサやカメラの高度利用

①概要

第二段階でのモバイルクラウドは、スマート端末の特徴

を生かし、従来のモバイル機器では実現出来なかったよ

うな新しい価値を提供するようになる。スマート端末を

かざすだけでわかる、会話の内容からレコメンドしてく

れる、場所や時間や作業内容に応じた情報を提供してく

れる、といったことが実現されるようになる。そのため

に、下記技術開発するとともに、有効なビジネスの場面

やワークスタイルに関する仮説の立案・検証が重要に

なる。

●AR 技術

●音声認識技術

●レコメンデーション技術

●コンテキストアウエアネス

②我々のアプローチ

第二段階に向けては、スマート端末の特徴を生かした新

しいタイプのアプリケーションを開発し、その有効性を

実証することが重要であると考え、マイクロ広告システム

［１０］、ナビゲーションシステム［１１］、高齢者向けツイッ

ター［１２］、業務マニュアルシステム［１３］等の研究開発

を行っている。

（３）クラウド環境の高度利用

①概要

第三段階は、スマート端末以上に、クラウド環境が重要

な役割を果たす。サービス提供者は、コアとなるビジネ

スコンポーネントを開発するだけで、サービスを開始で

きるようになるとともに、スマート端末間の連携や日々

蓄積される情報を分析し、活用するようになる。すなわ

ち、以下の点が重要になってくる。

●サービスの連携

●端末間連携

●収集した情報の活用（分析等）

②我々のアプローチ

モバイルクラウドに必要とされるアーキテクチャ設計を

している段階である。第二段階に向けた取り組みを進め

る中で、必要となる仕組みを実現していく予定である。

金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス

［１４］は、最終段階のイメージに近いシステムを構築し

て、実際の商用サービスをまもなく提供するものである。

　本稿では、モバイルクラウド [３、４、５]を、「モバイル機器向

けに提供されるクラウド環境」と定義するものとする。モバイル

クラウドに関して我々は、「スマート端末がモバイルクラウドの

発展を加速し、またモバイルクラウドがクラウドビジネスを大

きく牽引する可能性が高い。」と予測する。このように予測する

理由は、以下のとおりである。

（１）スマート端末が広く普及し始めている

株式会社MM総研によると、２０１０年度のスマートフォン出荷

台数は８５５万台となり、２０１１年度の出荷台数は１,９８６万台

になると予測している［６］。２０１１年度の携帯電話の出荷

台数予測が４,０５０万台であり、序々に携帯電話がスマート

端末に置き換わってきている様子が見て取れる。また、利

用場面もプライベートな利用から企業そのものでの利用

に広がりを見せている。

（４）園内ナビゲーションシステム［１１］

園内ナビゲーションシステムは、動物園等の園内において

利用するためのナビゲーションシステムである。デフォルメ

された地図を用いたイラストマップナビゲーション及び、

AR 技術を用いた情報提供に特徴がある。

（５）高齢者向けツイッター［１２］

高齢者がスマートフォンを用いてツイッターにアクセスするた

めのシステムである。富山インターネット市民塾で活用してお

り、高齢者のユーザ特性を考慮した設計に特徴がある。

（６）スマート端末を利用した新しい業務インタフェース［１３］

スマート端末の特徴を生かした業務向けインタフェースの

提案である。具体的には、「かざす」ユーザインタフェースに

よる業務マニュアルアプリケーションと、デジタルペンデー

タのBluetooth 通信アプリケーションについて提案する。

（７）金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス［１４］

本サービス（F３ Mobile Shield Center Service）は、F３ 

CRMシステムの拡張機能として、スマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービス

である。本サービスの特徴は、スマート端末と行内ネット

ワークの間に盾となるシールドセンターを置くことで、情報

保護と情報活用ニーズを両立している点にある。

　モバイルクラウドのソフトウェアレイヤに、上記テーマの位置

付けをマッピングしたのが図２である。

2.  モバイルクラウド

（２）スマート端末からクラウド環境にアクセスする際の制約が

　　ほぼなくなりつつある

スマート端末のほとんどの機種は、利用する場所の回線状

況に応じて Wi-Fi と３G 回線から最適な回線を自動的に選

択し、使用する。また、HTML５も使えるため、端末メーカ

やキャリアが異なるために特定のサービスが受けられな

いという問題から解放されつつある。

（３）スマート端末がクラウド環境の価値を高める

クラウド環境は、スマート端末のハードウェアリソースを拡

張するだけでなく、手軽にしかも安全にソフトウェアや

データを共有できることでその利用範囲を拡大する。その

結果、クラウド環境を利用するスマート端末が増加し、クラ

ウド環境の価値が一層高まる。

　モバイルクラウドの主な構成要素は、スマート端末とクラウド

環境である。スマート端末は、利用者がクラウド環境にアクセス

するための U I を提供する。コンピュータ操作に集中できるデス

クトップ環境と異なりモバイル環境では、細かい指示を与えなく

ても、必要とするコンピュータ操作を完了できることが重要で

ある。すなわち、以下のような機能を提供する必要がある。

（１）キーボード操作不要なU I の提供

画面のタッチ、ジェスチャ、音声入力等の簡便な入力によ

り、スマート端末に必要な指示を与えることができる。

（２）状況に応じた最適な情報の提供

利用者の操作履歴、センサによる利用者の動き、GPSに

よる位置情報といった利用者の活動情報を収集し、活用す

ることで、直接指示しなくても最適な情報を提示できる。

（３）利用者の活動を踏まえたコミュニケーションの支援

閲覧していた情報の内容や操作履歴に基づいてコミュニ

図１  モバイルクラウドのイメージ

ケーション方法や相手を自動的に特定し、コミュニケー

ションを開始できるようにする。

（４）ビジネスプロセス連携の支援

他のビジネスプロセスと連携できる仕組みを実現し、オフ

イスに戻ることなくモバイル環境でビジネスプロセスを完

結できるようにする。

　以上の機能を利用者に提供するために、クラウド環境はス

マート端末に対して少なくとも以下の２つの機能を提供する必

要がある。

（１）コンテキスト情報管理

利用者の活動に関わる情報を収集し、収集した情報に基

づき、利用者の状態や、利用者が期待しているサポート内

容を自動的に判断する仕組みを提供する。

（２）モバイルサービス管理・連携

要求されたサービスの実行や、複数のサービスが連携して

実行できるだけでなく、上記（1）で管理するコンテキスト

情報を用いて、利用者にとって最適なサービスを検索し、

実行する仕組みも提供する。

　新しいワークスタイルは、今までのモバイル環境においてコン

ピュータがあまり使用されていなかった場面に適用すること

で考案できる。例えば、通常のU I ではコンピュータ操作が面倒

であった現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等であ

る。また、モバイル環境でビジネスプロセスを完結できるように

し、ビジネスのスピードを速めることにより、新しいビジネスモ

デルの創出につながると考える。例えば現場において、今まで

できなかった決済や注文等をできるようにすることで新しい

付加価値を提供することである。

　上記をまとめたモバイルクラウドのイメージを図１に示す。

3.  スマート端末のビジネス応用

表１  スマート端末のビジネス利用シーン

環境、社内や店舗等で使用する「インハウス」環境、コン

シューマが直接使用する「B2C」環境がある。

（２）利用形態

スマート端末を利用する際に、閲覧と入力それぞれについ

て、よく発生する利用形態であれば○を付けている。

（３）コミュニケーション

スマート端末利用中に、関連するコミュニケーション ( 電

話、メール等 )が発生する場合に○を付けている。

（４）ビジネスプロセス連携

その場でビジネスを完結させるために、注文や決済等の他

のビジネスプロセスと連携する必要性が高い場合に○を

付けている。

  表1で整理した結果、閲覧のみの利用形態は少なく、入力を

必要とする場合が多いことがわかった。またコミュニケーショ

ンが発生する業務も多く、現状は携帯電話とノートPC のよう

なモバイル機器を使い分けている可能性が高いので、スマート

端末を適用する利点を出せると考える。ビジネスプロセス連携

に関しても、連携することによりメリットを享受できる業務が多

く存在することがわかる。

図２   我々の取り組みの位置付け

5. モバイルクラウドプラットフォーム
5.1 開発の狙い
  モバイルクラウドプラットフォームの開発目的は、以下のとお

りである。

（１）スマート端末向けアプリケーションを低コストで迅速に開

　　発できる環境 ( 開発プラットフォーム ) を提供すること

（２）開発したシステムを用いて、手軽にしかも安全にサービス

　　開始できる環境 ( サービス提供プラットフォーム ) を提供

　　すること

　上記（1）は、スマート端末で稼働するシステムを、HTML５を

用いて簡単に開発できるようにする。また、サービス提供者が

サービスのコアとなる独自のプログラムを開発し、クラウド環

境に導入するだけで、サービス開始できるようにすることを狙

いとしている。

図３   モバイルクラウドプラットフォーム

5.2　開発プラットフォームの概要
  開発プラットフォームとは、スマート端末上で動くアプリケー

ションを開発するための環境のことである。HTML５、

Cascading Style Sheets（以下、CSS）、JavaScript をアプ

リケーションビルダに入力として与えると、アプリケーションを

ビルドする。ビルドされたアプリケーションは、以下のような特

徴を持つ。

（１）モバイル環境での最適な処理の実行制御機構の提供

スマート端末特有の利用環境の変化 (ネットワークの接続

状態、最適なデバイスの選択等 )や利用ポリシー ( 情報の

アップデート頻度、バッテリーの充電頻度等 )に応じた最

適な処理の選択＆実行制御をできるようにする。

（２）独自機能の提供

当社独自の機能を提供する。具体的には、室内と室外とで

位置情報の取得方式が異なるので、その切り替えを自動的

にすることで連続的に位置情報を提供するAPI や、ARに

には、セキュリティポリシに応じて許可するプログラムの

設定や、スマート端末上のデータの有効期限を設定できる

ようにする。

（２）スケーラビリティの確保

モバイルクラウドのスケーラビリティに影響を与える主な

要因には、「スマート端末の数」、「アクセス頻度」、「アクセス

当りの平均処理時間」がある。アプリケーションに依存する

ため一概には言えないが、スマート端末を用いたアプリ

ケーションは、一つ一つの処理は重くないため、「スマート

端末の数」と「アクセス頻度」の影響が大きい場合が多い。

そのため、大量のスマート端末から継続的にアクセスが

あった場合も、即座に要求を受け付けることができるよう

な仕組みを実現する。

（３）コンテキスト情報を用いたサービス連携

利用者の利便性を上げるためにコンテキスト情報を収集

し、積極的に活用するためには、コンテキスト情報の内容

に応じて呼び出すサービスを変更したり、前処理／後処理

を変えたりする必要がある。このような仕組みを実現する

ために、サービス指向のアーキテクチャをベースに、コンテ

キスト情報を用いてサービス呼び出しする仕組みを実現

する。

　Fanらのサーベイ論文 [５] は、モバイルクラウドの代表的な

システムとしてHyrax［１５］とCloudlet［１６］を紹介してい

る。Hyrax は、Android 端末に対してクラウドサービスを提供

するための Hadoop ベースのプラットフォームである。

Cloudlet は、モバイル機器の近くにサービスソフトウェアを動

的にインスタンス化し、利用可能にする仕組みを提供すること

で、効率的な利用環境を提供する。我々が設計しているシステ

ムのクラウド側の特徴は、EXAGE［１７］を用いて大量のモバ

イル機器からのアクセスに対応可能なスケーラブルな仕組み

を実現することにある。Hadoop ベースの Hyrax に比べると、

「キー ‒ 値」のテーブルを簡単に扱うことができるだけでなく、

並列処理に関わる部分のプログラム記述量が極めて少ないた

め、アプリケーション本来のプログラム開発に集中できるとい

うメリットがある。また Cloudlet のような仕組みは事前に組

み込まれていないが、大きなプログラムを開発することなく同

様の仕組みを実現することは可能であり、再利用性の高い仕

組みはライブラリ化していくことが重要であると考えている。
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6. まとめ
　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすと考

えているスマート端末に注目し、我々の技術的アプローチの方

向性について紹介した。

　スマート端末は今後新しい市場を作る大きな可能性を持っ

ているが、その中でのクラウド環境の位置付けは、極めて重要

である。本稿で示したように、スマート端末を単なる端末と捉

えるのではなく、モバイルクラウドの構成要素と捉えて、利用者

に新しい価値 ( ワークスタイルやビジネスモデル ) を提案して

いく予定である。

利用者 スマート端末

スマート端末が利用者に与える価値
キーボード操作不要なUIの提供
状況に応じた最適な情報の提供
利用者の活動を踏まえたコミュニケーション環境の提供
ビジネスプロセス連携の支援

モバイルクラウドが利用者に与える価値

●新しいワークスタイル

●新しいビジネスモデル

●今までコンピュータが使われていなかった環境での利用
　⇒現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等

●モバイル環境でビジネスプロセスが完結することによるビジネススピードの向上
　⇒現場での決済や注文等

モバイルクラウドがスマート端末に提供する機能

モバイルクラウド

1.
2.
3.
4.

1. コンテキスト情報管理
2.モバイルサービス管理・連携

業務･
サービス

生産、流通、
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会計、経理、
人事

顧客管理、
営業支援
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SaaS
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IaaS
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システム

④ナビゲーション
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⑤高齢者向け
ツイッター

⑥業務マニュアル
システム

⑦金融機関向け
モバイル活用
プラットフォーム
サービス

スマート端末向けアプリケーションプラットフォーム

④AR 技術 ⑥マーカ読み
込み技術

⑥デバイス
連携技術 位置推定技術 行動認識技術

②Smart-let ( スマート端末管理基盤 )

①セキュアオンラインストレージ
”Sola”

大規模並列分散システム
開発プラットフォーム
(EXAGE/Database)

EINS/SPS : 仮想サーバ管理

クラウドストレージ(EXAGE/Storage)
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PC、スマート端末 スマート端末(iOS、Android)
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【狙い】低コストで迅速に
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API 入力
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ダウンロード
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【特徴】
①最適な処理実行制御機能の提供
②独自機能の提供
③異なるスマート端末への対応
④プラットフォームのオープン化
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Webサーバ
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①セキュリティの保証
②スケーラビリティの確保
③コンテキスト情報を用いた
　サービス連携

マーケットプレイス

サービス提供プラットフォーム

【狙い】手軽にしかも安全にサービス開始できる環境の提供
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モバイルクラウド
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利用形態

閲覧　　入力

コミュニ
ケー
ション

ビジネス
プロセス
連携

製薬会社MR端末

営業決済端末

エリアマネージャー
情報端末

機器保守・修理業務端末

修繕工事報告業務

店舗での接客端末

店舗での
在庫確認端末

棚卸・発注業務端末

飲食店オーダーシステム

ペーパーレス会議端末

カタログ通販

製薬会社のMR(Medical Representatives:医薬情報担当者 )が、医師や薬剤師に、
画像や動画を使って短時間でより分かり易くする商品説明する時などに活用する。

生保の外回り営業の情報端末として活用する。顧客の契約情報の閲覧や商品パンフ
レットの表示の他、保険料のクレジットカード決済端末としても利用する。

本部とエリアマネージャーの情報共有に活用する。

作業員が出先で作業マニュアルを参照したり、作業進捗やGPS情報を本部で把握す
ることにより作業員を効率的に配置する目的で活用する。

マンションなどの修繕工事業務の作業報告を作成するためのツールとしてカメラ付き
スマートフォンを活用する。

小売店などの店頭での接客時に、画像や動画を使ってより分かり易く、商品説明す
る。とくに店舗に置いていない商品の説明に有効である。

商品の在庫を確認する端末として活用する。顧客を待たせることなく在庫を確認できる。

小売り店頭で、バーコードを読み込みながら、在庫棚卸や発注業務する端末として活
用する。

飲食店でテーブルでセルフオーダする端末としてタブレット端末を活用する。従来の
端末よりもシステムコストが安くすむ。

経営会議など社内での重要な会議において、資料閲覧などに活用する。

カタログ通販会社が、タブレット端末に向けたカタログ配信を行い、ネット通販につな
げる目的に活用する。画像拡大や在庫確認など紙カタログにはない利便性を提供する。
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○
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○

　

○
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　また上記（２）は、開発したシステムを公開し、ダウンロードで

きる仕組みに加え、利用者が要求するセキュリティレベルに合

せた管理の仕組みがスマート端末上に自動的に導入され、モバ

イルクラウドを利用できるようにすることを狙いとしている。

関する API、コンテキスト情報を提供する API 等を開発

している。

（３）異なるスマート端末 OS への対応

アプリケーションプログラムを一つ開発するだけで、

iPhone用、iPad 用、Android 用など異なるスマート端末

OSに対応できるようにする。 

（４）プラットフォームのオープン化 

提供するサービスの API だけでなく、環境に組み込むた

めのプロトコルもオープンにすることで、他社が開発した

サービスも本プラットフォーム上で活用できるようにする。

5.3   サービス提供プラットフォームの概要
　サービス提供プラットフォームは、開発プラットフォームで開

発されたシステムを利用者に公開するためのマーケットプレイ

スと、スマート端末上で稼働するアプリケーションが利用する

サービスを提供するモバイルクラウドで構成される。我々が提

供するモバイルクラウドの特徴は、以下の３つである。

（１）セキュリティの確保

セキュリティを確保するために、リモートから端末管理で

きる仕組み［９］を実現する。現状は、ロック／アンロック／

ワイプと基本的な機能を先行して提供しているが、最終的
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モバイルクラウド実現に向けた技術的アプローチ

1.  はじめに

特集

概要
  スマートフォン／タブレット端末（以下、とくに区別なく両方の機器を指す場合は、スマート端末と呼ぶ）が一般

利用者の注目を大いに集め、今までにない勢いで市場に普及し始めている。このような傾向は更に拡大する方向

にあり、今後は、企業向けにも広く普及すると予想している。 本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果

たすと考えているスマート端末を中心とする我々の技術的アプローチを紹介する。モバイルクラウドは今後、「既

存のモバイル機器のスマート端末による置き換え」が進んだ後、スマート端末が装備する「センサやカメラの高度

利用」が本格化し、最終的には端末側だけでなく「クラウド環境の高度利用」するという3つの段階を経て発展

すると想定している。それぞれの段階で必要となる技術に関する当社の取り組み状況を述べるとともに、モバイル

クラウドの最終ゴールのイメージの一つとして取り組んでいるモバイルクラウドプラットフォームを紹介する。

特
集

特
集

特
集

　Mark Weiser が１９９１年にユビキタスコンピューティングの

概念 [１] を提唱して以来、既に２０年が経過しようとしている。

無線を中心としたネットワーク技術やセンサを初めとする新し

いデバイスが進歩し、モバイル環境の高度な利用方法が提案さ

れるに伴い、利用場面も着実に広がっている。この間、モバイル

機器として携帯電話が最も普及したが、最近では市場が飽和し

てきている [２]。

　以上のような背景のもと、携帯電話の手軽さと、ノートPC

に近い処理能力を兼ね備えたスマート端末が一般利用者向け

だけでなく、企業向けにも普及し始めている。企業向けにス

マート端末の特徴を生かしたシステムを開発し、提供すること

で、今までとは異なる場面への適用や、新しいワークスタイル

の提案が可能となる。モバイル環境はデスクトップ環境に比

べ、コンピュータ操作に集中できる時間が短いため、利用者の

活動を極力阻害することなく必要な情報を取得・提供できる

ことが特に重要となる。AR(Augmented Reality : 拡張現実

感 ) や音声認識技術のようなキーボード操作が不要なユーザ

インタフェース( 以下、U I) や、コンテキストアウエアネスのよう

な利用者の活動を把握し、その活動内容に応じた情報提供す

ることでコンピュータへの指示回数を減らす仕組みを実現す

ることが高い訴求点になってくる。

　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすス

マート端末を中心に、我々の技術的アプローチの方向性につい

て紹介する。具体的には、まず第２章でモバイルクラウドの定

義を述べ、モバイルクラウドの発展可能性について議論する。

第３章では、スマート端末の利用が有効なビジネスの場面を整

理する。第４章では、モバイルクラウド発展の３つの段階の内容

と本特集論文で述べている研究開発テーマとの関係について

説明する。第５章では、現在開発中のモバイルクラウドプラット

フォームの概要について紹介する。
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スマート端末によるモバイルクラウド

4.  我々の取り組みとビジネス向け
　　モバイルクラウド発展における位置付け

参考文献

[1] M. Weiser: The Computer for the 21st Century, Scientific 

　 American, Vol. 265, pp.94-104, (1991)

[2] 一般社団法電子情報技術産業協会(JEITA) : 

　 2011年　移動電話国内出荷台数実績, 

　 http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/cellular/2011/index.htm, (2011)

[3] B. Sosinsky: Cloud Computing Bible, Wiley, (2011)

[4] P. A. Cox: Mobile cloud computing, IBM developerWorks, 

　 pp.1-10, (2011)

[5] X. Fan, J. Cao, and H. Mao: A Survey of Mobile Cloud Computing, 

　 ZTE Communications, Vol. 9, pp.4-8, (2011)

[6] 株式会社MM総研：スマートフォン市場規模の推移・予測(11年7月), 

　 http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110707500, (2011)

[7] B. Begole: Ubiquitous Computing for Business, FT Press, (2011)

[8] 伊波源太、永見健一、笹川浩、脇谷康宏: セキュアオンラインストレージ

　 システム"Sola", INTEC TECHNICAL JOURNAL, No.12, pp.12-17, (2012)

[9] 樋口俊夫、小杉正貴、矢後智子、本田栄司: 遠隔制御技術を使った

　 スマート端末の管理とセキュリティ・ソリューションについて, 

　 INTEC TECHNICAL JOURNAL, No.12, pp.18-23, (2012)

[10] 中島雅樹、大屋由香里、山﨑誠、梅嶋真樹: マイクロ広告システムの

　 研究開発, INTEC TECHNICAL JOURNAL, No.12, pp.24-29, (2012)

[11] 青木功介、 河尻寛之、柴垣ゆかり、松田俊寛: スマートフォンを

　 活用した園内ナビゲーションシステム, INTEC TECHNICAL JOURNAL, 

　 No.12, pp.30-35, (2012)

[12] 杉本圭優、柵富雄：スマートフォンにおける高齢者向けユーザ

　 インタフェース設計の取り組み, INTEC TECHNICAL JOURNAL, 

　 No.12, pp.36-43, (2012)

[13] 河尻寛之、松田俊寛、青木功介: スマート端末を利用した新しい

　 業務インタフェース, INTEC TECHNICAL JOURNAL, No.12, pp.44-49, (2012)

[14] 永原勇、福山朋子、森田聡子、森田記和：金融機関向けモバイル活用

　 プラットフォームサービスの提供, INTEC TECHNICAL JOURNAL, 

　 No.12, pp.50-55, (2012)

[15] E. Marnelli : Hyrax: cloud computing on mobile devices 

　 using MapReduce, Master thesis, Carnegie Mellon University, (2009)

[16] M. Satyanarayanan, P. Bahl, R. Caceres, and N. Davies: 

　 The case for VM-based cloudlets in mobile computing, 

　 IEEE Pervasive Computing, Vol.8, No.4, pp.14-23, (2009)

[17] 中川郁夫: クラウドプラットフォームEXAGEの基本アーキテクチャ

　 と技術的特徴,INTEC TECHNICAL JOURNAL, No.12, pp.56-61, (2012)

　スマート端末は、プログラム開発や資料作成等のコンピュー

タを長時間駆使するような作業よりも、立った姿勢や移動して

行うような作業を手軽に素早くサポートする場面に適用するこ

とで、その有効性が一層増す。そのような場面には、以下の特

徴がある。

（１）情報の閲覧が中心で、たくさんのテキスト情報を入力する

　　必要がない。

（２）情報の閲覧中に、確認等のコミュニケーションが発生する。

（３）情報の閲覧だけでなく、注文や決済等のサービスを安全に

　　利用することができることにより、その場でビジネスプロ

　　セスを完結する。

　ビジネス応用として例えば文献［７］に複数の例がまとめて

あるが、本稿ではとくにスマート端末の適用が有効と思われる

１１のビジネスの場面を我々独自に取り上げ、以下の４つの観

点で分類して整理した。( 表1参照 )

（１）利用環境

想定している利用環境としては、社外で用いる「モバイル」

4.1  我々の取り組みの概要
　モバイルクラウドに関する我々の取り組みとして本特集で

は、以下の7つのテーマを紹介する。

（１）セキュアオンラインストレージシステム"Sola"［８］

Sola は、Windows や Mac OS X、Linux、スマート端末

などマルチプラットフォームに対応した、クラウド環境上で

仮想的なストレージ領域を提供するシステムである。端末

側で暗号化することにより、クラウド側に一切の秘密情報

を保持しない点に特徴がある。

（２）遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理とセキュリティ・

　　ソリューション［９］

モバイルデバイスの遠隔制御技術を用いて、スマート端末

が装備するカメラ等のデバイスの使用を制限する等の機

能を提供する。様々なセキュリティ・ソリューションを短

期間に構築でき、サービスを提供することができるという

特徴がある。

（３）マイクロ広告システム［１０］

マイクロ広告システムは、店舗等のお客さまの顔が見えるコ

ミュニティ向けに広告を配信するシステムである。お客さま

の状況を最も把握しているお店の店員が、スマート端末を用

いて広告等の情報発信を簡便にできる点に特徴がある。

4.2  モバイルクラウド発展における
        我々の取り組みの位置付け
　ビジネス向けアプリケーションの分野においてモバイルクラ

ウドは、以下の３つの段階を経て発展すると考える。

（１）既存のモバイル機器のスマート端末による置き換え

①概要　

モバイルクラウド発展の第一段階は、シンクライアント

等の業務端末、携帯電話、ノートPC 等が利用されてい

た場面にスマート端末が適用されるようになる。利用者

は、スマート端末が提供するツール類を主に活用し、足り

ない機能は独自に対応する。本段階におけるシステム

は、端末側の機能充実がメインであり、必ずしもモバイ

ルクラウドのメリットを享受する必要はない。具体的に

は、以下のような活用がある。

●コミュニケーション／コラボレーション

●社内システムとの連携

●業務端末（シンクライアント等）／携帯電話／ノート    

　PC の置き換え

②我々のアプローチ

第一段階で最初にクリアすべきことは、ビジネスで安全

にスマート端末を活用できるような製品・ソリューショ

ンを提供することである。そのため、Solaによるモバイ

ルクラウトでの安全なデータ管理や、Smart-let による

端末管理といった技術開発に取り組んでいる。

（２）センサやカメラの高度利用

①概要

第二段階でのモバイルクラウドは、スマート端末の特徴

を生かし、従来のモバイル機器では実現出来なかったよ

うな新しい価値を提供するようになる。スマート端末を

かざすだけでわかる、会話の内容からレコメンドしてく

れる、場所や時間や作業内容に応じた情報を提供してく

れる、といったことが実現されるようになる。そのため

に、下記技術開発するとともに、有効なビジネスの場面

やワークスタイルに関する仮説の立案・検証が重要に

なる。

●AR 技術

●音声認識技術

●レコメンデーション技術

●コンテキストアウエアネス

②我々のアプローチ

第二段階に向けては、スマート端末の特徴を生かした新

しいタイプのアプリケーションを開発し、その有効性を

実証することが重要であると考え、マイクロ広告システム

［１０］、ナビゲーションシステム［１１］、高齢者向けツイッ

ター［１２］、業務マニュアルシステム［１３］等の研究開発

を行っている。

（３）クラウド環境の高度利用

①概要

第三段階は、スマート端末以上に、クラウド環境が重要

な役割を果たす。サービス提供者は、コアとなるビジネ

スコンポーネントを開発するだけで、サービスを開始で

きるようになるとともに、スマート端末間の連携や日々

蓄積される情報を分析し、活用するようになる。すなわ

ち、以下の点が重要になってくる。

●サービスの連携

●端末間連携

●収集した情報の活用（分析等）

②我々のアプローチ

モバイルクラウドに必要とされるアーキテクチャ設計を

している段階である。第二段階に向けた取り組みを進め

る中で、必要となる仕組みを実現していく予定である。

金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス

［１４］は、最終段階のイメージに近いシステムを構築し

て、実際の商用サービスをまもなく提供するものである。

　本稿では、モバイルクラウド [３、４、５]を、「モバイル機器向

けに提供されるクラウド環境」と定義するものとする。モバイル

クラウドに関して我々は、「スマート端末がモバイルクラウドの

発展を加速し、またモバイルクラウドがクラウドビジネスを大

きく牽引する可能性が高い。」と予測する。このように予測する

理由は、以下のとおりである。

（１）スマート端末が広く普及し始めている

株式会社MM総研によると、２０１０年度のスマートフォン出荷

台数は８５５万台となり、２０１１年度の出荷台数は１,９８６万台

になると予測している［６］。２０１１年度の携帯電話の出荷

台数予測が４,０５０万台であり、序々に携帯電話がスマート

端末に置き換わってきている様子が見て取れる。また、利

用場面もプライベートな利用から企業そのものでの利用

に広がりを見せている。

（４）園内ナビゲーションシステム［１１］

園内ナビゲーションシステムは、動物園等の園内において

利用するためのナビゲーションシステムである。デフォルメ

された地図を用いたイラストマップナビゲーション及び、

AR 技術を用いた情報提供に特徴がある。

（５）高齢者向けツイッター［１２］

高齢者がスマートフォンを用いてツイッターにアクセスするた

めのシステムである。富山インターネット市民塾で活用してお

り、高齢者のユーザ特性を考慮した設計に特徴がある。

（６）スマート端末を利用した新しい業務インタフェース［１３］

スマート端末の特徴を生かした業務向けインタフェースの

提案である。具体的には、「かざす」ユーザインタフェースに

よる業務マニュアルアプリケーションと、デジタルペンデー

タのBluetooth 通信アプリケーションについて提案する。

（７）金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス［１４］

本サービス（F３ Mobile Shield Center Service）は、F３ 

CRMシステムの拡張機能として、スマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービス

である。本サービスの特徴は、スマート端末と行内ネット

ワークの間に盾となるシールドセンターを置くことで、情報

保護と情報活用ニーズを両立している点にある。

　モバイルクラウドのソフトウェアレイヤに、上記テーマの位置

付けをマッピングしたのが図２である。

2.  モバイルクラウド

（２）スマート端末からクラウド環境にアクセスする際の制約が

　　ほぼなくなりつつある

スマート端末のほとんどの機種は、利用する場所の回線状

況に応じて Wi-Fi と３G 回線から最適な回線を自動的に選

択し、使用する。また、HTML５も使えるため、端末メーカ

やキャリアが異なるために特定のサービスが受けられな

いという問題から解放されつつある。

（３）スマート端末がクラウド環境の価値を高める

クラウド環境は、スマート端末のハードウェアリソースを拡

張するだけでなく、手軽にしかも安全にソフトウェアや

データを共有できることでその利用範囲を拡大する。その

結果、クラウド環境を利用するスマート端末が増加し、クラ

ウド環境の価値が一層高まる。

　モバイルクラウドの主な構成要素は、スマート端末とクラウド

環境である。スマート端末は、利用者がクラウド環境にアクセス

するための U I を提供する。コンピュータ操作に集中できるデス

クトップ環境と異なりモバイル環境では、細かい指示を与えなく

ても、必要とするコンピュータ操作を完了できることが重要で

ある。すなわち、以下のような機能を提供する必要がある。

（１）キーボード操作不要なU I の提供

画面のタッチ、ジェスチャ、音声入力等の簡便な入力によ

り、スマート端末に必要な指示を与えることができる。

（２）状況に応じた最適な情報の提供

利用者の操作履歴、センサによる利用者の動き、GPSに

よる位置情報といった利用者の活動情報を収集し、活用す

ることで、直接指示しなくても最適な情報を提示できる。

（３）利用者の活動を踏まえたコミュニケーションの支援

閲覧していた情報の内容や操作履歴に基づいてコミュニ

図１  モバイルクラウドのイメージ

ケーション方法や相手を自動的に特定し、コミュニケー

ションを開始できるようにする。

（４）ビジネスプロセス連携の支援

他のビジネスプロセスと連携できる仕組みを実現し、オフ

イスに戻ることなくモバイル環境でビジネスプロセスを完

結できるようにする。

　以上の機能を利用者に提供するために、クラウド環境はス

マート端末に対して少なくとも以下の２つの機能を提供する必

要がある。

（１）コンテキスト情報管理

利用者の活動に関わる情報を収集し、収集した情報に基

づき、利用者の状態や、利用者が期待しているサポート内

容を自動的に判断する仕組みを提供する。

（２）モバイルサービス管理・連携

要求されたサービスの実行や、複数のサービスが連携して

実行できるだけでなく、上記（1）で管理するコンテキスト

情報を用いて、利用者にとって最適なサービスを検索し、

実行する仕組みも提供する。

　新しいワークスタイルは、今までのモバイル環境においてコン

ピュータがあまり使用されていなかった場面に適用すること

で考案できる。例えば、通常のU I ではコンピュータ操作が面倒

であった現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等であ

る。また、モバイル環境でビジネスプロセスを完結できるように

し、ビジネスのスピードを速めることにより、新しいビジネスモ

デルの創出につながると考える。例えば現場において、今まで

できなかった決済や注文等をできるようにすることで新しい

付加価値を提供することである。

　上記をまとめたモバイルクラウドのイメージを図１に示す。

3.  スマート端末のビジネス応用

表１  スマート端末のビジネス利用シーン

環境、社内や店舗等で使用する「インハウス」環境、コン

シューマが直接使用する「B2C」環境がある。

（２）利用形態

スマート端末を利用する際に、閲覧と入力それぞれについ

て、よく発生する利用形態であれば○を付けている。

（３）コミュニケーション

スマート端末利用中に、関連するコミュニケーション ( 電

話、メール等 )が発生する場合に○を付けている。

（４）ビジネスプロセス連携

その場でビジネスを完結させるために、注文や決済等の他

のビジネスプロセスと連携する必要性が高い場合に○を

付けている。

  表1で整理した結果、閲覧のみの利用形態は少なく、入力を

必要とする場合が多いことがわかった。またコミュニケーショ

ンが発生する業務も多く、現状は携帯電話とノートPC のよう

なモバイル機器を使い分けている可能性が高いので、スマート

端末を適用する利点を出せると考える。ビジネスプロセス連携

に関しても、連携することによりメリットを享受できる業務が多

く存在することがわかる。

図２   我々の取り組みの位置付け

5. モバイルクラウドプラットフォーム
5.1 開発の狙い
  モバイルクラウドプラットフォームの開発目的は、以下のとお

りである。

（１）スマート端末向けアプリケーションを低コストで迅速に開

　　発できる環境 ( 開発プラットフォーム ) を提供すること

（２）開発したシステムを用いて、手軽にしかも安全にサービス

　　開始できる環境 ( サービス提供プラットフォーム ) を提供

　　すること

　上記（1）は、スマート端末で稼働するシステムを、HTML５を

用いて簡単に開発できるようにする。また、サービス提供者が

サービスのコアとなる独自のプログラムを開発し、クラウド環

境に導入するだけで、サービス開始できるようにすることを狙

いとしている。

図３   モバイルクラウドプラットフォーム

5.2　開発プラットフォームの概要
  開発プラットフォームとは、スマート端末上で動くアプリケー

ションを開発するための環境のことである。HTML５、

Cascading Style Sheets（以下、CSS）、JavaScript をアプ

リケーションビルダに入力として与えると、アプリケーションを

ビルドする。ビルドされたアプリケーションは、以下のような特

徴を持つ。

（１）モバイル環境での最適な処理の実行制御機構の提供

スマート端末特有の利用環境の変化 (ネットワークの接続

状態、最適なデバイスの選択等 )や利用ポリシー ( 情報の

アップデート頻度、バッテリーの充電頻度等 )に応じた最

適な処理の選択＆実行制御をできるようにする。

（２）独自機能の提供

当社独自の機能を提供する。具体的には、室内と室外とで

位置情報の取得方式が異なるので、その切り替えを自動的

にすることで連続的に位置情報を提供するAPI や、ARに

には、セキュリティポリシに応じて許可するプログラムの

設定や、スマート端末上のデータの有効期限を設定できる

ようにする。

（２）スケーラビリティの確保

モバイルクラウドのスケーラビリティに影響を与える主な

要因には、「スマート端末の数」、「アクセス頻度」、「アクセス

当りの平均処理時間」がある。アプリケーションに依存する

ため一概には言えないが、スマート端末を用いたアプリ

ケーションは、一つ一つの処理は重くないため、「スマート

端末の数」と「アクセス頻度」の影響が大きい場合が多い。

そのため、大量のスマート端末から継続的にアクセスが

あった場合も、即座に要求を受け付けることができるよう

な仕組みを実現する。

（３）コンテキスト情報を用いたサービス連携

利用者の利便性を上げるためにコンテキスト情報を収集

し、積極的に活用するためには、コンテキスト情報の内容

に応じて呼び出すサービスを変更したり、前処理／後処理

を変えたりする必要がある。このような仕組みを実現する

ために、サービス指向のアーキテクチャをベースに、コンテ

キスト情報を用いてサービス呼び出しする仕組みを実現

する。

　Fanらのサーベイ論文 [５] は、モバイルクラウドの代表的な

システムとしてHyrax［１５］とCloudlet［１６］を紹介してい

る。Hyrax は、Android 端末に対してクラウドサービスを提供

するための Hadoop ベースのプラットフォームである。

Cloudlet は、モバイル機器の近くにサービスソフトウェアを動

的にインスタンス化し、利用可能にする仕組みを提供すること

で、効率的な利用環境を提供する。我々が設計しているシステ

ムのクラウド側の特徴は、EXAGE［１７］を用いて大量のモバ

イル機器からのアクセスに対応可能なスケーラブルな仕組み

を実現することにある。Hadoop ベースの Hyrax に比べると、

「キー ‒ 値」のテーブルを簡単に扱うことができるだけでなく、

並列処理に関わる部分のプログラム記述量が極めて少ないた

め、アプリケーション本来のプログラム開発に集中できるとい

うメリットがある。また Cloudlet のような仕組みは事前に組

み込まれていないが、大きなプログラムを開発することなく同

様の仕組みを実現することは可能であり、再利用性の高い仕

組みはライブラリ化していくことが重要であると考えている。

10 11

特
集

HORI Masakazu

堀　雅和

● 先端技術研究所 研究開発部
● モバイルクラウドに関する企画・研究開発の推進に従事
● 博士（情報科学）、北陸先端科学技術大学院大学 
　情報科学研究科 客員准教授
● IEEE、ACM、情報処理学会各会員

第12号

6. まとめ
　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすと考

えているスマート端末に注目し、我々の技術的アプローチの方

向性について紹介した。

　スマート端末は今後新しい市場を作る大きな可能性を持っ

ているが、その中でのクラウド環境の位置付けは、極めて重要

である。本稿で示したように、スマート端末を単なる端末と捉

えるのではなく、モバイルクラウドの構成要素と捉えて、利用者

に新しい価値 ( ワークスタイルやビジネスモデル ) を提案して

いく予定である。

利用者 スマート端末

スマート端末が利用者に与える価値
キーボード操作不要なUIの提供
状況に応じた最適な情報の提供
利用者の活動を踏まえたコミュニケーション環境の提供
ビジネスプロセス連携の支援

モバイルクラウドが利用者に与える価値

●新しいワークスタイル

●新しいビジネスモデル

●今までコンピュータが使われていなかった環境での利用
　⇒現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等

●モバイル環境でビジネスプロセスが完結することによるビジネススピードの向上
　⇒現場での決済や注文等

モバイルクラウドがスマート端末に提供する機能

モバイルクラウド

1.
2.
3.
4.

1. コンテキスト情報管理
2.モバイルサービス管理・連携

業務･
サービス

生産、流通、
販売

会計、経理、
人事

顧客管理、
営業支援

グループウェア 情報資源共有 遠隔操作･
管理

業界向け
サービス

SaaS

PaaS

IaaS

③マイクロ広告
システム

④ナビゲーション
システム

⑤高齢者向け
ツイッター

⑥業務マニュアル
システム

⑦金融機関向け
モバイル活用
プラットフォーム
サービス

スマート端末向けアプリケーションプラットフォーム

④AR 技術 ⑥マーカ読み
込み技術

⑥デバイス
連携技術 位置推定技術 行動認識技術

②Smart-let ( スマート端末管理基盤 )

①セキュアオンラインストレージ
”Sola”

大規模並列分散システム
開発プラットフォーム
(EXAGE/Database)

EINS/SPS : 仮想サーバ管理

クラウドストレージ(EXAGE/Storage)

特集論文記載テーマ

それ以外のテーマ／
インテック商品

(h)EINS/SPS MDR(EINS/
SPS Multi point Data

 Recovery)

クラウドビジネス
管理プロセス

●契約
●サービスオーダ
●課金 /請求
●セキュリティ
●統計/障害
●構成
・
・
・

データセンタ
データセンタ

SaaS
PaaS
IaaS

SaaS
PaaS
IaaS

インターネット

PC、スマート端末 スマート端末(iOS、Android)

開発プラットフォーム
【狙い】低コストで迅速に
開発できる環境の提供

HTML5+JavaScript

API 入力

アプリケーションビルダ

ビルド

ダウンロード

HTML5 + JavaScript

ミニブラウザ

アプリケーション

API1 API2

ス
タ
ブ

処
理
実
体

【特徴】
①最適な処理実行制御機能の提供
②独自機能の提供
③異なるスマート端末への対応
④プラットフォームのオープン化

サーバ
アプリケーション

Webサーバ

スケーラブルな(EXAGE/Database)
サービス指向アーキテクチャ

・・・
【特徴】
①セキュリティの保証
②スケーラビリティの確保
③コンテキスト情報を用いた
　サービス連携

マーケットプレイス

サービス提供プラットフォーム

【狙い】手軽にしかも安全にサービス開始できる環境の提供

ドキュメント        　画像　            動画

モバイルクラウド

ス
タ
ブ

処
理
実
体

API1 API2

利
用
環
境

モ
バ
イ
ル

イ
ン
ハ
ウ
ス

Ｂ
２
Ｃ

業務用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容
利用形態

閲覧　　入力

コミュニ
ケー
ション

ビジネス
プロセス
連携

製薬会社MR端末

営業決済端末

エリアマネージャー
情報端末

機器保守・修理業務端末

修繕工事報告業務

店舗での接客端末

店舗での
在庫確認端末

棚卸・発注業務端末

飲食店オーダーシステム

ペーパーレス会議端末

カタログ通販

製薬会社のMR(Medical Representatives:医薬情報担当者 )が、医師や薬剤師に、
画像や動画を使って短時間でより分かり易くする商品説明する時などに活用する。

生保の外回り営業の情報端末として活用する。顧客の契約情報の閲覧や商品パンフ
レットの表示の他、保険料のクレジットカード決済端末としても利用する。

本部とエリアマネージャーの情報共有に活用する。

作業員が出先で作業マニュアルを参照したり、作業進捗やGPS情報を本部で把握す
ることにより作業員を効率的に配置する目的で活用する。

マンションなどの修繕工事業務の作業報告を作成するためのツールとしてカメラ付き
スマートフォンを活用する。

小売店などの店頭での接客時に、画像や動画を使ってより分かり易く、商品説明す
る。とくに店舗に置いていない商品の説明に有効である。

商品の在庫を確認する端末として活用する。顧客を待たせることなく在庫を確認できる。

小売り店頭で、バーコードを読み込みながら、在庫棚卸や発注業務する端末として活
用する。

飲食店でテーブルでセルフオーダする端末としてタブレット端末を活用する。従来の
端末よりもシステムコストが安くすむ。

経営会議など社内での重要な会議において、資料閲覧などに活用する。

カタログ通販会社が、タブレット端末に向けたカタログ配信を行い、ネット通販につな
げる目的に活用する。画像拡大や在庫確認など紙カタログにはない利便性を提供する。
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○
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○
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　また上記（２）は、開発したシステムを公開し、ダウンロードで

きる仕組みに加え、利用者が要求するセキュリティレベルに合

せた管理の仕組みがスマート端末上に自動的に導入され、モバ

イルクラウドを利用できるようにすることを狙いとしている。

関する API、コンテキスト情報を提供する API 等を開発

している。

（３）異なるスマート端末 OS への対応

アプリケーションプログラムを一つ開発するだけで、

iPhone用、iPad 用、Android 用など異なるスマート端末

OSに対応できるようにする。 

（４）プラットフォームのオープン化 

提供するサービスの API だけでなく、環境に組み込むた

めのプロトコルもオープンにすることで、他社が開発した

サービスも本プラットフォーム上で活用できるようにする。

5.3   サービス提供プラットフォームの概要
　サービス提供プラットフォームは、開発プラットフォームで開

発されたシステムを利用者に公開するためのマーケットプレイ

スと、スマート端末上で稼働するアプリケーションが利用する

サービスを提供するモバイルクラウドで構成される。我々が提

供するモバイルクラウドの特徴は、以下の３つである。

（１）セキュリティの確保

セキュリティを確保するために、リモートから端末管理で

きる仕組み［９］を実現する。現状は、ロック／アンロック／

ワイプと基本的な機能を先行して提供しているが、最終的
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モバイルクラウド実現に向けた技術的アプローチ

1.  はじめに

特集

概要
  スマートフォン／タブレット端末（以下、とくに区別なく両方の機器を指す場合は、スマート端末と呼ぶ）が一般

利用者の注目を大いに集め、今までにない勢いで市場に普及し始めている。このような傾向は更に拡大する方向

にあり、今後は、企業向けにも広く普及すると予想している。 本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果

たすと考えているスマート端末を中心とする我々の技術的アプローチを紹介する。モバイルクラウドは今後、「既

存のモバイル機器のスマート端末による置き換え」が進んだ後、スマート端末が装備する「センサやカメラの高度

利用」が本格化し、最終的には端末側だけでなく「クラウド環境の高度利用」するという3つの段階を経て発展

すると想定している。それぞれの段階で必要となる技術に関する当社の取り組み状況を述べるとともに、モバイル

クラウドの最終ゴールのイメージの一つとして取り組んでいるモバイルクラウドプラットフォームを紹介する。

特
集

特
集

特
集

　Mark Weiser が１９９１年にユビキタスコンピューティングの

概念 [１] を提唱して以来、既に２０年が経過しようとしている。

無線を中心としたネットワーク技術やセンサを初めとする新し

いデバイスが進歩し、モバイル環境の高度な利用方法が提案さ

れるに伴い、利用場面も着実に広がっている。この間、モバイル

機器として携帯電話が最も普及したが、最近では市場が飽和し

てきている [２]。

　以上のような背景のもと、携帯電話の手軽さと、ノートPC

に近い処理能力を兼ね備えたスマート端末が一般利用者向け

だけでなく、企業向けにも普及し始めている。企業向けにス

マート端末の特徴を生かしたシステムを開発し、提供すること

で、今までとは異なる場面への適用や、新しいワークスタイル

の提案が可能となる。モバイル環境はデスクトップ環境に比

べ、コンピュータ操作に集中できる時間が短いため、利用者の

活動を極力阻害することなく必要な情報を取得・提供できる

ことが特に重要となる。AR(Augmented Reality : 拡張現実

感 ) や音声認識技術のようなキーボード操作が不要なユーザ

インタフェース( 以下、U I) や、コンテキストアウエアネスのよう

な利用者の活動を把握し、その活動内容に応じた情報提供す

ることでコンピュータへの指示回数を減らす仕組みを実現す

ることが高い訴求点になってくる。

　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすス

マート端末を中心に、我々の技術的アプローチの方向性につい

て紹介する。具体的には、まず第２章でモバイルクラウドの定

義を述べ、モバイルクラウドの発展可能性について議論する。

第３章では、スマート端末の利用が有効なビジネスの場面を整

理する。第４章では、モバイルクラウド発展の３つの段階の内容

と本特集論文で述べている研究開発テーマとの関係について

説明する。第５章では、現在開発中のモバイルクラウドプラット

フォームの概要について紹介する。
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スマート端末によるモバイルクラウド

4.  我々の取り組みとビジネス向け
　　モバイルクラウド発展における位置付け
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　スマート端末は、プログラム開発や資料作成等のコンピュー

タを長時間駆使するような作業よりも、立った姿勢や移動して

行うような作業を手軽に素早くサポートする場面に適用するこ

とで、その有効性が一層増す。そのような場面には、以下の特

徴がある。

（１）情報の閲覧が中心で、たくさんのテキスト情報を入力する

　　必要がない。

（２）情報の閲覧中に、確認等のコミュニケーションが発生する。

（３）情報の閲覧だけでなく、注文や決済等のサービスを安全に

　　利用することができることにより、その場でビジネスプロ

　　セスを完結する。

　ビジネス応用として例えば文献［７］に複数の例がまとめて

あるが、本稿ではとくにスマート端末の適用が有効と思われる

１１のビジネスの場面を我々独自に取り上げ、以下の４つの観

点で分類して整理した。( 表1参照 )

（１）利用環境

想定している利用環境としては、社外で用いる「モバイル」

4.1  我々の取り組みの概要
　モバイルクラウドに関する我々の取り組みとして本特集で

は、以下の7つのテーマを紹介する。

（１）セキュアオンラインストレージシステム"Sola"［８］

Sola は、Windows や Mac OS X、Linux、スマート端末

などマルチプラットフォームに対応した、クラウド環境上で

仮想的なストレージ領域を提供するシステムである。端末

側で暗号化することにより、クラウド側に一切の秘密情報

を保持しない点に特徴がある。

（２）遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理とセキュリティ・

　　ソリューション［９］

モバイルデバイスの遠隔制御技術を用いて、スマート端末

が装備するカメラ等のデバイスの使用を制限する等の機

能を提供する。様々なセキュリティ・ソリューションを短

期間に構築でき、サービスを提供することができるという

特徴がある。

（３）マイクロ広告システム［１０］

マイクロ広告システムは、店舗等のお客さまの顔が見えるコ

ミュニティ向けに広告を配信するシステムである。お客さま

の状況を最も把握しているお店の店員が、スマート端末を用

いて広告等の情報発信を簡便にできる点に特徴がある。

4.2  モバイルクラウド発展における
        我々の取り組みの位置付け
　ビジネス向けアプリケーションの分野においてモバイルクラ

ウドは、以下の３つの段階を経て発展すると考える。

（１）既存のモバイル機器のスマート端末による置き換え

①概要　

モバイルクラウド発展の第一段階は、シンクライアント

等の業務端末、携帯電話、ノートPC 等が利用されてい

た場面にスマート端末が適用されるようになる。利用者

は、スマート端末が提供するツール類を主に活用し、足り

ない機能は独自に対応する。本段階におけるシステム

は、端末側の機能充実がメインであり、必ずしもモバイ

ルクラウドのメリットを享受する必要はない。具体的に

は、以下のような活用がある。

●コミュニケーション／コラボレーション

●社内システムとの連携

●業務端末（シンクライアント等）／携帯電話／ノート    

　PC の置き換え

②我々のアプローチ

第一段階で最初にクリアすべきことは、ビジネスで安全

にスマート端末を活用できるような製品・ソリューショ

ンを提供することである。そのため、Solaによるモバイ

ルクラウトでの安全なデータ管理や、Smart-let による

端末管理といった技術開発に取り組んでいる。

（２）センサやカメラの高度利用

①概要

第二段階でのモバイルクラウドは、スマート端末の特徴

を生かし、従来のモバイル機器では実現出来なかったよ

うな新しい価値を提供するようになる。スマート端末を

かざすだけでわかる、会話の内容からレコメンドしてく

れる、場所や時間や作業内容に応じた情報を提供してく

れる、といったことが実現されるようになる。そのため

に、下記技術開発するとともに、有効なビジネスの場面

やワークスタイルに関する仮説の立案・検証が重要に

なる。

●AR 技術

●音声認識技術

●レコメンデーション技術

●コンテキストアウエアネス

②我々のアプローチ

第二段階に向けては、スマート端末の特徴を生かした新

しいタイプのアプリケーションを開発し、その有効性を

実証することが重要であると考え、マイクロ広告システム

［１０］、ナビゲーションシステム［１１］、高齢者向けツイッ

ター［１２］、業務マニュアルシステム［１３］等の研究開発

を行っている。

（３）クラウド環境の高度利用

①概要

第三段階は、スマート端末以上に、クラウド環境が重要

な役割を果たす。サービス提供者は、コアとなるビジネ

スコンポーネントを開発するだけで、サービスを開始で

きるようになるとともに、スマート端末間の連携や日々

蓄積される情報を分析し、活用するようになる。すなわ

ち、以下の点が重要になってくる。

●サービスの連携

●端末間連携

●収集した情報の活用（分析等）

②我々のアプローチ

モバイルクラウドに必要とされるアーキテクチャ設計を

している段階である。第二段階に向けた取り組みを進め

る中で、必要となる仕組みを実現していく予定である。

金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス

［１４］は、最終段階のイメージに近いシステムを構築し

て、実際の商用サービスをまもなく提供するものである。

　本稿では、モバイルクラウド [３、４、５]を、「モバイル機器向

けに提供されるクラウド環境」と定義するものとする。モバイル

クラウドに関して我々は、「スマート端末がモバイルクラウドの

発展を加速し、またモバイルクラウドがクラウドビジネスを大

きく牽引する可能性が高い。」と予測する。このように予測する

理由は、以下のとおりである。

（１）スマート端末が広く普及し始めている

株式会社MM総研によると、２０１０年度のスマートフォン出荷

台数は８５５万台となり、２０１１年度の出荷台数は１,９８６万台

になると予測している［６］。２０１１年度の携帯電話の出荷

台数予測が４,０５０万台であり、序々に携帯電話がスマート

端末に置き換わってきている様子が見て取れる。また、利

用場面もプライベートな利用から企業そのものでの利用

に広がりを見せている。

（４）園内ナビゲーションシステム［１１］

園内ナビゲーションシステムは、動物園等の園内において

利用するためのナビゲーションシステムである。デフォルメ

された地図を用いたイラストマップナビゲーション及び、

AR 技術を用いた情報提供に特徴がある。

（５）高齢者向けツイッター［１２］

高齢者がスマートフォンを用いてツイッターにアクセスするた

めのシステムである。富山インターネット市民塾で活用してお

り、高齢者のユーザ特性を考慮した設計に特徴がある。

（６）スマート端末を利用した新しい業務インタフェース［１３］

スマート端末の特徴を生かした業務向けインタフェースの

提案である。具体的には、「かざす」ユーザインタフェースに

よる業務マニュアルアプリケーションと、デジタルペンデー

タのBluetooth 通信アプリケーションについて提案する。

（７）金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス［１４］

本サービス（F３ Mobile Shield Center Service）は、F３ 

CRMシステムの拡張機能として、スマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービス

である。本サービスの特徴は、スマート端末と行内ネット

ワークの間に盾となるシールドセンターを置くことで、情報

保護と情報活用ニーズを両立している点にある。

　モバイルクラウドのソフトウェアレイヤに、上記テーマの位置

付けをマッピングしたのが図２である。

2.  モバイルクラウド

（２）スマート端末からクラウド環境にアクセスする際の制約が

　　ほぼなくなりつつある

スマート端末のほとんどの機種は、利用する場所の回線状

況に応じて Wi-Fi と３G 回線から最適な回線を自動的に選

択し、使用する。また、HTML５も使えるため、端末メーカ

やキャリアが異なるために特定のサービスが受けられな

いという問題から解放されつつある。

（３）スマート端末がクラウド環境の価値を高める

クラウド環境は、スマート端末のハードウェアリソースを拡

張するだけでなく、手軽にしかも安全にソフトウェアや

データを共有できることでその利用範囲を拡大する。その

結果、クラウド環境を利用するスマート端末が増加し、クラ

ウド環境の価値が一層高まる。

　モバイルクラウドの主な構成要素は、スマート端末とクラウド

環境である。スマート端末は、利用者がクラウド環境にアクセス

するための U I を提供する。コンピュータ操作に集中できるデス

クトップ環境と異なりモバイル環境では、細かい指示を与えなく

ても、必要とするコンピュータ操作を完了できることが重要で

ある。すなわち、以下のような機能を提供する必要がある。

（１）キーボード操作不要なU I の提供

画面のタッチ、ジェスチャ、音声入力等の簡便な入力によ

り、スマート端末に必要な指示を与えることができる。

（２）状況に応じた最適な情報の提供

利用者の操作履歴、センサによる利用者の動き、GPSに

よる位置情報といった利用者の活動情報を収集し、活用す

ることで、直接指示しなくても最適な情報を提示できる。

（３）利用者の活動を踏まえたコミュニケーションの支援

閲覧していた情報の内容や操作履歴に基づいてコミュニ

図１  モバイルクラウドのイメージ

ケーション方法や相手を自動的に特定し、コミュニケー

ションを開始できるようにする。

（４）ビジネスプロセス連携の支援

他のビジネスプロセスと連携できる仕組みを実現し、オフ

イスに戻ることなくモバイル環境でビジネスプロセスを完

結できるようにする。

　以上の機能を利用者に提供するために、クラウド環境はス

マート端末に対して少なくとも以下の２つの機能を提供する必

要がある。

（１）コンテキスト情報管理

利用者の活動に関わる情報を収集し、収集した情報に基

づき、利用者の状態や、利用者が期待しているサポート内

容を自動的に判断する仕組みを提供する。

（２）モバイルサービス管理・連携

要求されたサービスの実行や、複数のサービスが連携して

実行できるだけでなく、上記（1）で管理するコンテキスト

情報を用いて、利用者にとって最適なサービスを検索し、

実行する仕組みも提供する。

　新しいワークスタイルは、今までのモバイル環境においてコン

ピュータがあまり使用されていなかった場面に適用すること

で考案できる。例えば、通常のU I ではコンピュータ操作が面倒

であった現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等であ

る。また、モバイル環境でビジネスプロセスを完結できるように

し、ビジネスのスピードを速めることにより、新しいビジネスモ

デルの創出につながると考える。例えば現場において、今まで

できなかった決済や注文等をできるようにすることで新しい

付加価値を提供することである。

　上記をまとめたモバイルクラウドのイメージを図１に示す。

3.  スマート端末のビジネス応用

表１  スマート端末のビジネス利用シーン

環境、社内や店舗等で使用する「インハウス」環境、コン

シューマが直接使用する「B2C」環境がある。

（２）利用形態

スマート端末を利用する際に、閲覧と入力それぞれについ

て、よく発生する利用形態であれば○を付けている。

（３）コミュニケーション

スマート端末利用中に、関連するコミュニケーション ( 電

話、メール等 )が発生する場合に○を付けている。

（４）ビジネスプロセス連携

その場でビジネスを完結させるために、注文や決済等の他

のビジネスプロセスと連携する必要性が高い場合に○を

付けている。

  表1で整理した結果、閲覧のみの利用形態は少なく、入力を

必要とする場合が多いことがわかった。またコミュニケーショ

ンが発生する業務も多く、現状は携帯電話とノートPC のよう

なモバイル機器を使い分けている可能性が高いので、スマート

端末を適用する利点を出せると考える。ビジネスプロセス連携

に関しても、連携することによりメリットを享受できる業務が多

く存在することがわかる。

図２   我々の取り組みの位置付け

5. モバイルクラウドプラットフォーム
5.1 開発の狙い
  モバイルクラウドプラットフォームの開発目的は、以下のとお

りである。

（１）スマート端末向けアプリケーションを低コストで迅速に開

　　発できる環境 ( 開発プラットフォーム ) を提供すること

（２）開発したシステムを用いて、手軽にしかも安全にサービス

　　開始できる環境 ( サービス提供プラットフォーム ) を提供

　　すること

　上記（1）は、スマート端末で稼働するシステムを、HTML５を

用いて簡単に開発できるようにする。また、サービス提供者が

サービスのコアとなる独自のプログラムを開発し、クラウド環

境に導入するだけで、サービス開始できるようにすることを狙

いとしている。

図３   モバイルクラウドプラットフォーム

5.2　開発プラットフォームの概要
  開発プラットフォームとは、スマート端末上で動くアプリケー

ションを開発するための環境のことである。HTML５、

Cascading Style Sheets（以下、CSS）、JavaScript をアプ

リケーションビルダに入力として与えると、アプリケーションを

ビルドする。ビルドされたアプリケーションは、以下のような特

徴を持つ。

（１）モバイル環境での最適な処理の実行制御機構の提供

スマート端末特有の利用環境の変化 (ネットワークの接続

状態、最適なデバイスの選択等 )や利用ポリシー ( 情報の

アップデート頻度、バッテリーの充電頻度等 )に応じた最

適な処理の選択＆実行制御をできるようにする。

（２）独自機能の提供

当社独自の機能を提供する。具体的には、室内と室外とで

位置情報の取得方式が異なるので、その切り替えを自動的

にすることで連続的に位置情報を提供するAPI や、ARに

には、セキュリティポリシに応じて許可するプログラムの

設定や、スマート端末上のデータの有効期限を設定できる

ようにする。

（２）スケーラビリティの確保

モバイルクラウドのスケーラビリティに影響を与える主な

要因には、「スマート端末の数」、「アクセス頻度」、「アクセス

当りの平均処理時間」がある。アプリケーションに依存する

ため一概には言えないが、スマート端末を用いたアプリ

ケーションは、一つ一つの処理は重くないため、「スマート

端末の数」と「アクセス頻度」の影響が大きい場合が多い。

そのため、大量のスマート端末から継続的にアクセスが

あった場合も、即座に要求を受け付けることができるよう

な仕組みを実現する。

（３）コンテキスト情報を用いたサービス連携

利用者の利便性を上げるためにコンテキスト情報を収集

し、積極的に活用するためには、コンテキスト情報の内容

に応じて呼び出すサービスを変更したり、前処理／後処理

を変えたりする必要がある。このような仕組みを実現する

ために、サービス指向のアーキテクチャをベースに、コンテ

キスト情報を用いてサービス呼び出しする仕組みを実現

する。

　Fanらのサーベイ論文 [５] は、モバイルクラウドの代表的な

システムとしてHyrax［１５］とCloudlet［１６］を紹介してい

る。Hyrax は、Android 端末に対してクラウドサービスを提供

するための Hadoop ベースのプラットフォームである。

Cloudlet は、モバイル機器の近くにサービスソフトウェアを動

的にインスタンス化し、利用可能にする仕組みを提供すること

で、効率的な利用環境を提供する。我々が設計しているシステ

ムのクラウド側の特徴は、EXAGE［１７］を用いて大量のモバ

イル機器からのアクセスに対応可能なスケーラブルな仕組み

を実現することにある。Hadoop ベースの Hyrax に比べると、

「キー ‒ 値」のテーブルを簡単に扱うことができるだけでなく、

並列処理に関わる部分のプログラム記述量が極めて少ないた

め、アプリケーション本来のプログラム開発に集中できるとい

うメリットがある。また Cloudlet のような仕組みは事前に組

み込まれていないが、大きなプログラムを開発することなく同

様の仕組みを実現することは可能であり、再利用性の高い仕

組みはライブラリ化していくことが重要であると考えている。
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6. まとめ
　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすと考

えているスマート端末に注目し、我々の技術的アプローチの方

向性について紹介した。

　スマート端末は今後新しい市場を作る大きな可能性を持っ

ているが、その中でのクラウド環境の位置付けは、極めて重要

である。本稿で示したように、スマート端末を単なる端末と捉

えるのではなく、モバイルクラウドの構成要素と捉えて、利用者

に新しい価値 ( ワークスタイルやビジネスモデル ) を提案して

いく予定である。

利用者 スマート端末

スマート端末が利用者に与える価値
キーボード操作不要なUIの提供
状況に応じた最適な情報の提供
利用者の活動を踏まえたコミュニケーション環境の提供
ビジネスプロセス連携の支援

モバイルクラウドが利用者に与える価値

●新しいワークスタイル

●新しいビジネスモデル

●今までコンピュータが使われていなかった環境での利用
　⇒現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等

●モバイル環境でビジネスプロセスが完結することによるビジネススピードの向上
　⇒現場での決済や注文等

モバイルクラウドがスマート端末に提供する機能

モバイルクラウド

1.
2.
3.
4.

1. コンテキスト情報管理
2.モバイルサービス管理・連携

業務･
サービス

生産、流通、
販売

会計、経理、
人事

顧客管理、
営業支援

グループウェア 情報資源共有 遠隔操作･
管理

業界向け
サービス

SaaS

PaaS

IaaS

③マイクロ広告
システム

④ナビゲーション
システム

⑤高齢者向け
ツイッター

⑥業務マニュアル
システム

⑦金融機関向け
モバイル活用
プラットフォーム
サービス

スマート端末向けアプリケーションプラットフォーム

④AR 技術 ⑥マーカ読み
込み技術

⑥デバイス
連携技術 位置推定技術 行動認識技術

②Smart-let ( スマート端末管理基盤 )

①セキュアオンラインストレージ
”Sola”

大規模並列分散システム
開発プラットフォーム
(EXAGE/Database)

EINS/SPS : 仮想サーバ管理

クラウドストレージ(EXAGE/Storage)

特集論文記載テーマ

それ以外のテーマ／
インテック商品

(h)EINS/SPS MDR(EINS/
SPS Multi point Data

 Recovery)

クラウドビジネス
管理プロセス

●契約
●サービスオーダ
●課金 /請求
●セキュリティ
●統計/障害
●構成
・
・
・

データセンタ
データセンタ

SaaS
PaaS
IaaS

SaaS
PaaS
IaaS

インターネット

PC、スマート端末 スマート端末(iOS、Android)

開発プラットフォーム
【狙い】低コストで迅速に
開発できる環境の提供

HTML5+JavaScript

API 入力

アプリケーションビルダ

ビルド

ダウンロード

HTML5 + JavaScript

ミニブラウザ

アプリケーション

API1 API2

ス
タ
ブ

処
理
実
体

【特徴】
①最適な処理実行制御機能の提供
②独自機能の提供
③異なるスマート端末への対応
④プラットフォームのオープン化

サーバ
アプリケーション

Webサーバ

スケーラブルな(EXAGE/Database)
サービス指向アーキテクチャ

・・・
【特徴】
①セキュリティの保証
②スケーラビリティの確保
③コンテキスト情報を用いた
　サービス連携

マーケットプレイス

サービス提供プラットフォーム

【狙い】手軽にしかも安全にサービス開始できる環境の提供

ドキュメント        　画像　            動画

モバイルクラウド

ス
タ
ブ

処
理
実
体

API1 API2

利
用
環
境

モ
バ
イ
ル

イ
ン
ハ
ウ
ス
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業務用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容
利用形態

閲覧　　入力

コミュニ
ケー
ション

ビジネス
プロセス
連携

製薬会社MR端末

営業決済端末

エリアマネージャー
情報端末

機器保守・修理業務端末

修繕工事報告業務

店舗での接客端末

店舗での
在庫確認端末

棚卸・発注業務端末

飲食店オーダーシステム

ペーパーレス会議端末

カタログ通販

製薬会社のMR(Medical Representatives:医薬情報担当者 )が、医師や薬剤師に、
画像や動画を使って短時間でより分かり易くする商品説明する時などに活用する。

生保の外回り営業の情報端末として活用する。顧客の契約情報の閲覧や商品パンフ
レットの表示の他、保険料のクレジットカード決済端末としても利用する。

本部とエリアマネージャーの情報共有に活用する。

作業員が出先で作業マニュアルを参照したり、作業進捗やGPS情報を本部で把握す
ることにより作業員を効率的に配置する目的で活用する。

マンションなどの修繕工事業務の作業報告を作成するためのツールとしてカメラ付き
スマートフォンを活用する。

小売店などの店頭での接客時に、画像や動画を使ってより分かり易く、商品説明す
る。とくに店舗に置いていない商品の説明に有効である。

商品の在庫を確認する端末として活用する。顧客を待たせることなく在庫を確認できる。

小売り店頭で、バーコードを読み込みながら、在庫棚卸や発注業務する端末として活
用する。

飲食店でテーブルでセルフオーダする端末としてタブレット端末を活用する。従来の
端末よりもシステムコストが安くすむ。

経営会議など社内での重要な会議において、資料閲覧などに活用する。

カタログ通販会社が、タブレット端末に向けたカタログ配信を行い、ネット通販につな
げる目的に活用する。画像拡大や在庫確認など紙カタログにはない利便性を提供する。
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○
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○
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○
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　また上記（２）は、開発したシステムを公開し、ダウンロードで

きる仕組みに加え、利用者が要求するセキュリティレベルに合

せた管理の仕組みがスマート端末上に自動的に導入され、モバ

イルクラウドを利用できるようにすることを狙いとしている。

関する API、コンテキスト情報を提供する API 等を開発

している。

（３）異なるスマート端末 OS への対応

アプリケーションプログラムを一つ開発するだけで、

iPhone用、iPad 用、Android 用など異なるスマート端末

OSに対応できるようにする。 

（４）プラットフォームのオープン化 

提供するサービスの API だけでなく、環境に組み込むた

めのプロトコルもオープンにすることで、他社が開発した

サービスも本プラットフォーム上で活用できるようにする。

5.3   サービス提供プラットフォームの概要
　サービス提供プラットフォームは、開発プラットフォームで開

発されたシステムを利用者に公開するためのマーケットプレイ

スと、スマート端末上で稼働するアプリケーションが利用する

サービスを提供するモバイルクラウドで構成される。我々が提

供するモバイルクラウドの特徴は、以下の３つである。

（１）セキュリティの確保

セキュリティを確保するために、リモートから端末管理で

きる仕組み［９］を実現する。現状は、ロック／アンロック／

ワイプと基本的な機能を先行して提供しているが、最終的
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モバイルクラウド実現に向けた技術的アプローチ

1.  はじめに

特集

概要
  スマートフォン／タブレット端末（以下、とくに区別なく両方の機器を指す場合は、スマート端末と呼ぶ）が一般

利用者の注目を大いに集め、今までにない勢いで市場に普及し始めている。このような傾向は更に拡大する方向

にあり、今後は、企業向けにも広く普及すると予想している。 本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果

たすと考えているスマート端末を中心とする我々の技術的アプローチを紹介する。モバイルクラウドは今後、「既

存のモバイル機器のスマート端末による置き換え」が進んだ後、スマート端末が装備する「センサやカメラの高度

利用」が本格化し、最終的には端末側だけでなく「クラウド環境の高度利用」するという3つの段階を経て発展

すると想定している。それぞれの段階で必要となる技術に関する当社の取り組み状況を述べるとともに、モバイル

クラウドの最終ゴールのイメージの一つとして取り組んでいるモバイルクラウドプラットフォームを紹介する。

特
集

特
集

特
集

　Mark Weiser が１９９１年にユビキタスコンピューティングの

概念 [１] を提唱して以来、既に２０年が経過しようとしている。

無線を中心としたネットワーク技術やセンサを初めとする新し

いデバイスが進歩し、モバイル環境の高度な利用方法が提案さ

れるに伴い、利用場面も着実に広がっている。この間、モバイル

機器として携帯電話が最も普及したが、最近では市場が飽和し

てきている [２]。

　以上のような背景のもと、携帯電話の手軽さと、ノートPC

に近い処理能力を兼ね備えたスマート端末が一般利用者向け

だけでなく、企業向けにも普及し始めている。企業向けにス

マート端末の特徴を生かしたシステムを開発し、提供すること

で、今までとは異なる場面への適用や、新しいワークスタイル

の提案が可能となる。モバイル環境はデスクトップ環境に比

べ、コンピュータ操作に集中できる時間が短いため、利用者の

活動を極力阻害することなく必要な情報を取得・提供できる

ことが特に重要となる。AR(Augmented Reality : 拡張現実

感 ) や音声認識技術のようなキーボード操作が不要なユーザ

インタフェース( 以下、U I) や、コンテキストアウエアネスのよう

な利用者の活動を把握し、その活動内容に応じた情報提供す

ることでコンピュータへの指示回数を減らす仕組みを実現す

ることが高い訴求点になってくる。

　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすス

マート端末を中心に、我々の技術的アプローチの方向性につい

て紹介する。具体的には、まず第２章でモバイルクラウドの定

義を述べ、モバイルクラウドの発展可能性について議論する。

第３章では、スマート端末の利用が有効なビジネスの場面を整

理する。第４章では、モバイルクラウド発展の３つの段階の内容

と本特集論文で述べている研究開発テーマとの関係について

説明する。第５章では、現在開発中のモバイルクラウドプラット

フォームの概要について紹介する。

堀　雅和

第12号
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スマート端末によるモバイルクラウド

4.  我々の取り組みとビジネス向け
　　モバイルクラウド発展における位置付け
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　スマート端末は、プログラム開発や資料作成等のコンピュー

タを長時間駆使するような作業よりも、立った姿勢や移動して

行うような作業を手軽に素早くサポートする場面に適用するこ

とで、その有効性が一層増す。そのような場面には、以下の特

徴がある。

（１）情報の閲覧が中心で、たくさんのテキスト情報を入力する

　　必要がない。

（２）情報の閲覧中に、確認等のコミュニケーションが発生する。

（３）情報の閲覧だけでなく、注文や決済等のサービスを安全に

　　利用することができることにより、その場でビジネスプロ

　　セスを完結する。

　ビジネス応用として例えば文献［７］に複数の例がまとめて

あるが、本稿ではとくにスマート端末の適用が有効と思われる

１１のビジネスの場面を我々独自に取り上げ、以下の４つの観

点で分類して整理した。( 表1参照 )

（１）利用環境

想定している利用環境としては、社外で用いる「モバイル」

4.1  我々の取り組みの概要
　モバイルクラウドに関する我々の取り組みとして本特集で

は、以下の7つのテーマを紹介する。

（１）セキュアオンラインストレージシステム"Sola"［８］

Sola は、Windows や Mac OS X、Linux、スマート端末

などマルチプラットフォームに対応した、クラウド環境上で

仮想的なストレージ領域を提供するシステムである。端末

側で暗号化することにより、クラウド側に一切の秘密情報

を保持しない点に特徴がある。

（２）遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理とセキュリティ・

　　ソリューション［９］

モバイルデバイスの遠隔制御技術を用いて、スマート端末

が装備するカメラ等のデバイスの使用を制限する等の機

能を提供する。様々なセキュリティ・ソリューションを短

期間に構築でき、サービスを提供することができるという

特徴がある。

（３）マイクロ広告システム［１０］

マイクロ広告システムは、店舗等のお客さまの顔が見えるコ

ミュニティ向けに広告を配信するシステムである。お客さま

の状況を最も把握しているお店の店員が、スマート端末を用

いて広告等の情報発信を簡便にできる点に特徴がある。

4.2  モバイルクラウド発展における
        我々の取り組みの位置付け
　ビジネス向けアプリケーションの分野においてモバイルクラ

ウドは、以下の３つの段階を経て発展すると考える。

（１）既存のモバイル機器のスマート端末による置き換え

①概要　

モバイルクラウド発展の第一段階は、シンクライアント

等の業務端末、携帯電話、ノートPC 等が利用されてい

た場面にスマート端末が適用されるようになる。利用者

は、スマート端末が提供するツール類を主に活用し、足り

ない機能は独自に対応する。本段階におけるシステム

は、端末側の機能充実がメインであり、必ずしもモバイ

ルクラウドのメリットを享受する必要はない。具体的に

は、以下のような活用がある。

●コミュニケーション／コラボレーション

●社内システムとの連携

●業務端末（シンクライアント等）／携帯電話／ノート    

　PC の置き換え

②我々のアプローチ

第一段階で最初にクリアすべきことは、ビジネスで安全

にスマート端末を活用できるような製品・ソリューショ

ンを提供することである。そのため、Solaによるモバイ

ルクラウトでの安全なデータ管理や、Smart-let による

端末管理といった技術開発に取り組んでいる。

（２）センサやカメラの高度利用

①概要

第二段階でのモバイルクラウドは、スマート端末の特徴

を生かし、従来のモバイル機器では実現出来なかったよ

うな新しい価値を提供するようになる。スマート端末を

かざすだけでわかる、会話の内容からレコメンドしてく

れる、場所や時間や作業内容に応じた情報を提供してく

れる、といったことが実現されるようになる。そのため

に、下記技術開発するとともに、有効なビジネスの場面

やワークスタイルに関する仮説の立案・検証が重要に

なる。

●AR 技術

●音声認識技術

●レコメンデーション技術

●コンテキストアウエアネス

②我々のアプローチ

第二段階に向けては、スマート端末の特徴を生かした新

しいタイプのアプリケーションを開発し、その有効性を

実証することが重要であると考え、マイクロ広告システム

［１０］、ナビゲーションシステム［１１］、高齢者向けツイッ

ター［１２］、業務マニュアルシステム［１３］等の研究開発

を行っている。

（３）クラウド環境の高度利用

①概要

第三段階は、スマート端末以上に、クラウド環境が重要

な役割を果たす。サービス提供者は、コアとなるビジネ

スコンポーネントを開発するだけで、サービスを開始で

きるようになるとともに、スマート端末間の連携や日々

蓄積される情報を分析し、活用するようになる。すなわ

ち、以下の点が重要になってくる。

●サービスの連携

●端末間連携

●収集した情報の活用（分析等）

②我々のアプローチ

モバイルクラウドに必要とされるアーキテクチャ設計を

している段階である。第二段階に向けた取り組みを進め

る中で、必要となる仕組みを実現していく予定である。

金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス

［１４］は、最終段階のイメージに近いシステムを構築し

て、実際の商用サービスをまもなく提供するものである。

　本稿では、モバイルクラウド [３、４、５]を、「モバイル機器向

けに提供されるクラウド環境」と定義するものとする。モバイル

クラウドに関して我々は、「スマート端末がモバイルクラウドの

発展を加速し、またモバイルクラウドがクラウドビジネスを大

きく牽引する可能性が高い。」と予測する。このように予測する

理由は、以下のとおりである。

（１）スマート端末が広く普及し始めている

株式会社MM総研によると、２０１０年度のスマートフォン出荷

台数は８５５万台となり、２０１１年度の出荷台数は１,９８６万台

になると予測している［６］。２０１１年度の携帯電話の出荷

台数予測が４,０５０万台であり、序々に携帯電話がスマート

端末に置き換わってきている様子が見て取れる。また、利

用場面もプライベートな利用から企業そのものでの利用

に広がりを見せている。

（４）園内ナビゲーションシステム［１１］

園内ナビゲーションシステムは、動物園等の園内において

利用するためのナビゲーションシステムである。デフォルメ

された地図を用いたイラストマップナビゲーション及び、

AR 技術を用いた情報提供に特徴がある。

（５）高齢者向けツイッター［１２］

高齢者がスマートフォンを用いてツイッターにアクセスするた

めのシステムである。富山インターネット市民塾で活用してお

り、高齢者のユーザ特性を考慮した設計に特徴がある。

（６）スマート端末を利用した新しい業務インタフェース［１３］

スマート端末の特徴を生かした業務向けインタフェースの

提案である。具体的には、「かざす」ユーザインタフェースに

よる業務マニュアルアプリケーションと、デジタルペンデー

タのBluetooth 通信アプリケーションについて提案する。

（７）金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス［１４］

本サービス（F３ Mobile Shield Center Service）は、F３ 

CRMシステムの拡張機能として、スマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービス

である。本サービスの特徴は、スマート端末と行内ネット

ワークの間に盾となるシールドセンターを置くことで、情報

保護と情報活用ニーズを両立している点にある。

　モバイルクラウドのソフトウェアレイヤに、上記テーマの位置

付けをマッピングしたのが図２である。

2.  モバイルクラウド

（２）スマート端末からクラウド環境にアクセスする際の制約が

　　ほぼなくなりつつある

スマート端末のほとんどの機種は、利用する場所の回線状

況に応じて Wi-Fi と３G 回線から最適な回線を自動的に選

択し、使用する。また、HTML５も使えるため、端末メーカ

やキャリアが異なるために特定のサービスが受けられな

いという問題から解放されつつある。

（３）スマート端末がクラウド環境の価値を高める

クラウド環境は、スマート端末のハードウェアリソースを拡

張するだけでなく、手軽にしかも安全にソフトウェアや

データを共有できることでその利用範囲を拡大する。その

結果、クラウド環境を利用するスマート端末が増加し、クラ

ウド環境の価値が一層高まる。

　モバイルクラウドの主な構成要素は、スマート端末とクラウド

環境である。スマート端末は、利用者がクラウド環境にアクセス

するための U I を提供する。コンピュータ操作に集中できるデス

クトップ環境と異なりモバイル環境では、細かい指示を与えなく

ても、必要とするコンピュータ操作を完了できることが重要で

ある。すなわち、以下のような機能を提供する必要がある。

（１）キーボード操作不要なU I の提供

画面のタッチ、ジェスチャ、音声入力等の簡便な入力によ

り、スマート端末に必要な指示を与えることができる。

（２）状況に応じた最適な情報の提供

利用者の操作履歴、センサによる利用者の動き、GPSに

よる位置情報といった利用者の活動情報を収集し、活用す

ることで、直接指示しなくても最適な情報を提示できる。

（３）利用者の活動を踏まえたコミュニケーションの支援

閲覧していた情報の内容や操作履歴に基づいてコミュニ

図１  モバイルクラウドのイメージ

ケーション方法や相手を自動的に特定し、コミュニケー

ションを開始できるようにする。

（４）ビジネスプロセス連携の支援

他のビジネスプロセスと連携できる仕組みを実現し、オフ

イスに戻ることなくモバイル環境でビジネスプロセスを完

結できるようにする。

　以上の機能を利用者に提供するために、クラウド環境はス

マート端末に対して少なくとも以下の２つの機能を提供する必

要がある。

（１）コンテキスト情報管理

利用者の活動に関わる情報を収集し、収集した情報に基

づき、利用者の状態や、利用者が期待しているサポート内

容を自動的に判断する仕組みを提供する。

（２）モバイルサービス管理・連携

要求されたサービスの実行や、複数のサービスが連携して

実行できるだけでなく、上記（1）で管理するコンテキスト

情報を用いて、利用者にとって最適なサービスを検索し、

実行する仕組みも提供する。

　新しいワークスタイルは、今までのモバイル環境においてコン

ピュータがあまり使用されていなかった場面に適用すること

で考案できる。例えば、通常のU I ではコンピュータ操作が面倒

であった現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等であ

る。また、モバイル環境でビジネスプロセスを完結できるように

し、ビジネスのスピードを速めることにより、新しいビジネスモ

デルの創出につながると考える。例えば現場において、今まで

できなかった決済や注文等をできるようにすることで新しい

付加価値を提供することである。

　上記をまとめたモバイルクラウドのイメージを図１に示す。

3.  スマート端末のビジネス応用

表１  スマート端末のビジネス利用シーン

環境、社内や店舗等で使用する「インハウス」環境、コン

シューマが直接使用する「B2C」環境がある。

（２）利用形態

スマート端末を利用する際に、閲覧と入力それぞれについ

て、よく発生する利用形態であれば○を付けている。

（３）コミュニケーション

スマート端末利用中に、関連するコミュニケーション ( 電

話、メール等 )が発生する場合に○を付けている。

（４）ビジネスプロセス連携

その場でビジネスを完結させるために、注文や決済等の他

のビジネスプロセスと連携する必要性が高い場合に○を

付けている。

  表1で整理した結果、閲覧のみの利用形態は少なく、入力を

必要とする場合が多いことがわかった。またコミュニケーショ

ンが発生する業務も多く、現状は携帯電話とノートPC のよう

なモバイル機器を使い分けている可能性が高いので、スマート

端末を適用する利点を出せると考える。ビジネスプロセス連携

に関しても、連携することによりメリットを享受できる業務が多

く存在することがわかる。

図２   我々の取り組みの位置付け

5. モバイルクラウドプラットフォーム
5.1 開発の狙い
  モバイルクラウドプラットフォームの開発目的は、以下のとお

りである。

（１）スマート端末向けアプリケーションを低コストで迅速に開

　　発できる環境 ( 開発プラットフォーム ) を提供すること

（２）開発したシステムを用いて、手軽にしかも安全にサービス

　　開始できる環境 ( サービス提供プラットフォーム ) を提供

　　すること

　上記（1）は、スマート端末で稼働するシステムを、HTML５を

用いて簡単に開発できるようにする。また、サービス提供者が

サービスのコアとなる独自のプログラムを開発し、クラウド環

境に導入するだけで、サービス開始できるようにすることを狙

いとしている。

図３   モバイルクラウドプラットフォーム

5.2　開発プラットフォームの概要
  開発プラットフォームとは、スマート端末上で動くアプリケー

ションを開発するための環境のことである。HTML５、

Cascading Style Sheets（以下、CSS）、JavaScript をアプ

リケーションビルダに入力として与えると、アプリケーションを

ビルドする。ビルドされたアプリケーションは、以下のような特

徴を持つ。

（１）モバイル環境での最適な処理の実行制御機構の提供

スマート端末特有の利用環境の変化 (ネットワークの接続

状態、最適なデバイスの選択等 )や利用ポリシー ( 情報の

アップデート頻度、バッテリーの充電頻度等 )に応じた最

適な処理の選択＆実行制御をできるようにする。

（２）独自機能の提供

当社独自の機能を提供する。具体的には、室内と室外とで

位置情報の取得方式が異なるので、その切り替えを自動的

にすることで連続的に位置情報を提供するAPI や、ARに

には、セキュリティポリシに応じて許可するプログラムの

設定や、スマート端末上のデータの有効期限を設定できる

ようにする。

（２）スケーラビリティの確保

モバイルクラウドのスケーラビリティに影響を与える主な

要因には、「スマート端末の数」、「アクセス頻度」、「アクセス

当りの平均処理時間」がある。アプリケーションに依存する

ため一概には言えないが、スマート端末を用いたアプリ

ケーションは、一つ一つの処理は重くないため、「スマート

端末の数」と「アクセス頻度」の影響が大きい場合が多い。

そのため、大量のスマート端末から継続的にアクセスが

あった場合も、即座に要求を受け付けることができるよう

な仕組みを実現する。

（３）コンテキスト情報を用いたサービス連携

利用者の利便性を上げるためにコンテキスト情報を収集

し、積極的に活用するためには、コンテキスト情報の内容

に応じて呼び出すサービスを変更したり、前処理／後処理

を変えたりする必要がある。このような仕組みを実現する

ために、サービス指向のアーキテクチャをベースに、コンテ

キスト情報を用いてサービス呼び出しする仕組みを実現

する。

　Fanらのサーベイ論文 [５] は、モバイルクラウドの代表的な

システムとしてHyrax［１５］とCloudlet［１６］を紹介してい

る。Hyrax は、Android 端末に対してクラウドサービスを提供

するための Hadoop ベースのプラットフォームである。

Cloudlet は、モバイル機器の近くにサービスソフトウェアを動

的にインスタンス化し、利用可能にする仕組みを提供すること

で、効率的な利用環境を提供する。我々が設計しているシステ

ムのクラウド側の特徴は、EXAGE［１７］を用いて大量のモバ

イル機器からのアクセスに対応可能なスケーラブルな仕組み

を実現することにある。Hadoop ベースの Hyrax に比べると、

「キー ‒ 値」のテーブルを簡単に扱うことができるだけでなく、

並列処理に関わる部分のプログラム記述量が極めて少ないた

め、アプリケーション本来のプログラム開発に集中できるとい

うメリットがある。また Cloudlet のような仕組みは事前に組

み込まれていないが、大きなプログラムを開発することなく同

様の仕組みを実現することは可能であり、再利用性の高い仕

組みはライブラリ化していくことが重要であると考えている。
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6. まとめ
　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすと考

えているスマート端末に注目し、我々の技術的アプローチの方

向性について紹介した。

　スマート端末は今後新しい市場を作る大きな可能性を持っ

ているが、その中でのクラウド環境の位置付けは、極めて重要

である。本稿で示したように、スマート端末を単なる端末と捉

えるのではなく、モバイルクラウドの構成要素と捉えて、利用者

に新しい価値 ( ワークスタイルやビジネスモデル ) を提案して

いく予定である。

利用者 スマート端末

スマート端末が利用者に与える価値
キーボード操作不要なUIの提供
状況に応じた最適な情報の提供
利用者の活動を踏まえたコミュニケーション環境の提供
ビジネスプロセス連携の支援

モバイルクラウドが利用者に与える価値

●新しいワークスタイル

●新しいビジネスモデル

●今までコンピュータが使われていなかった環境での利用
　⇒現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等

●モバイル環境でビジネスプロセスが完結することによるビジネススピードの向上
　⇒現場での決済や注文等

モバイルクラウドがスマート端末に提供する機能

モバイルクラウド

1.
2.
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4.

1. コンテキスト情報管理
2.モバイルサービス管理・連携

業務･
サービス

生産、流通、
販売

会計、経理、
人事

顧客管理、
営業支援

グループウェア 情報資源共有 遠隔操作･
管理

業界向け
サービス

SaaS

PaaS

IaaS

③マイクロ広告
システム

④ナビゲーション
システム

⑤高齢者向け
ツイッター

⑥業務マニュアル
システム

⑦金融機関向け
モバイル活用
プラットフォーム
サービス

スマート端末向けアプリケーションプラットフォーム

④AR 技術 ⑥マーカ読み
込み技術

⑥デバイス
連携技術 位置推定技術 行動認識技術

②Smart-let ( スマート端末管理基盤 )

①セキュアオンラインストレージ
”Sola”

大規模並列分散システム
開発プラットフォーム
(EXAGE/Database)

EINS/SPS : 仮想サーバ管理

クラウドストレージ(EXAGE/Storage)

特集論文記載テーマ

それ以外のテーマ／
インテック商品

(h)EINS/SPS MDR(EINS/
SPS Multi point Data

 Recovery)

クラウドビジネス
管理プロセス

●契約
●サービスオーダ
●課金 /請求
●セキュリティ
●統計/障害
●構成
・
・
・

データセンタ
データセンタ

SaaS
PaaS
IaaS

SaaS
PaaS
IaaS

インターネット

PC、スマート端末 スマート端末(iOS、Android)

開発プラットフォーム
【狙い】低コストで迅速に
開発できる環境の提供

HTML5+JavaScript

API 入力

アプリケーションビルダ

ビルド

ダウンロード

HTML5 + JavaScript

ミニブラウザ

アプリケーション

API1 API2

ス
タ
ブ

処
理
実
体

【特徴】
①最適な処理実行制御機能の提供
②独自機能の提供
③異なるスマート端末への対応
④プラットフォームのオープン化

サーバ
アプリケーション

Webサーバ

スケーラブルな(EXAGE/Database)
サービス指向アーキテクチャ

・・・
【特徴】
①セキュリティの保証
②スケーラビリティの確保
③コンテキスト情報を用いた
　サービス連携

マーケットプレイス

サービス提供プラットフォーム

【狙い】手軽にしかも安全にサービス開始できる環境の提供

ドキュメント        　画像　            動画

モバイルクラウド

ス
タ
ブ

処
理
実
体

API1 API2

利
用
環
境

モ
バ
イ
ル

イ
ン
ハ
ウ
ス

Ｂ
２
Ｃ
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利用形態

閲覧　　入力

コミュニ
ケー
ション

ビジネス
プロセス
連携

製薬会社MR端末

営業決済端末

エリアマネージャー
情報端末

機器保守・修理業務端末

修繕工事報告業務

店舗での接客端末

店舗での
在庫確認端末

棚卸・発注業務端末

飲食店オーダーシステム

ペーパーレス会議端末

カタログ通販

製薬会社のMR(Medical Representatives:医薬情報担当者 )が、医師や薬剤師に、
画像や動画を使って短時間でより分かり易くする商品説明する時などに活用する。

生保の外回り営業の情報端末として活用する。顧客の契約情報の閲覧や商品パンフ
レットの表示の他、保険料のクレジットカード決済端末としても利用する。

本部とエリアマネージャーの情報共有に活用する。

作業員が出先で作業マニュアルを参照したり、作業進捗やGPS情報を本部で把握す
ることにより作業員を効率的に配置する目的で活用する。

マンションなどの修繕工事業務の作業報告を作成するためのツールとしてカメラ付き
スマートフォンを活用する。

小売店などの店頭での接客時に、画像や動画を使ってより分かり易く、商品説明す
る。とくに店舗に置いていない商品の説明に有効である。

商品の在庫を確認する端末として活用する。顧客を待たせることなく在庫を確認できる。

小売り店頭で、バーコードを読み込みながら、在庫棚卸や発注業務する端末として活
用する。

飲食店でテーブルでセルフオーダする端末としてタブレット端末を活用する。従来の
端末よりもシステムコストが安くすむ。

経営会議など社内での重要な会議において、資料閲覧などに活用する。

カタログ通販会社が、タブレット端末に向けたカタログ配信を行い、ネット通販につな
げる目的に活用する。画像拡大や在庫確認など紙カタログにはない利便性を提供する。
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　また上記（２）は、開発したシステムを公開し、ダウンロードで

きる仕組みに加え、利用者が要求するセキュリティレベルに合

せた管理の仕組みがスマート端末上に自動的に導入され、モバ

イルクラウドを利用できるようにすることを狙いとしている。

関する API、コンテキスト情報を提供する API 等を開発

している。

（３）異なるスマート端末 OS への対応

アプリケーションプログラムを一つ開発するだけで、

iPhone用、iPad 用、Android 用など異なるスマート端末

OSに対応できるようにする。 

（４）プラットフォームのオープン化 

提供するサービスの API だけでなく、環境に組み込むた

めのプロトコルもオープンにすることで、他社が開発した

サービスも本プラットフォーム上で活用できるようにする。

5.3   サービス提供プラットフォームの概要
　サービス提供プラットフォームは、開発プラットフォームで開

発されたシステムを利用者に公開するためのマーケットプレイ

スと、スマート端末上で稼働するアプリケーションが利用する

サービスを提供するモバイルクラウドで構成される。我々が提

供するモバイルクラウドの特徴は、以下の３つである。

（１）セキュリティの確保

セキュリティを確保するために、リモートから端末管理で

きる仕組み［９］を実現する。現状は、ロック／アンロック／

ワイプと基本的な機能を先行して提供しているが、最終的
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モバイルクラウド実現に向けた技術的アプローチ

1.  はじめに

特集

概要
  スマートフォン／タブレット端末（以下、とくに区別なく両方の機器を指す場合は、スマート端末と呼ぶ）が一般

利用者の注目を大いに集め、今までにない勢いで市場に普及し始めている。このような傾向は更に拡大する方向

にあり、今後は、企業向けにも広く普及すると予想している。 本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果

たすと考えているスマート端末を中心とする我々の技術的アプローチを紹介する。モバイルクラウドは今後、「既

存のモバイル機器のスマート端末による置き換え」が進んだ後、スマート端末が装備する「センサやカメラの高度

利用」が本格化し、最終的には端末側だけでなく「クラウド環境の高度利用」するという3つの段階を経て発展

すると想定している。それぞれの段階で必要となる技術に関する当社の取り組み状況を述べるとともに、モバイル

クラウドの最終ゴールのイメージの一つとして取り組んでいるモバイルクラウドプラットフォームを紹介する。

特
集

特
集

特
集

　Mark Weiser が１９９１年にユビキタスコンピューティングの

概念 [１] を提唱して以来、既に２０年が経過しようとしている。

無線を中心としたネットワーク技術やセンサを初めとする新し

いデバイスが進歩し、モバイル環境の高度な利用方法が提案さ

れるに伴い、利用場面も着実に広がっている。この間、モバイル

機器として携帯電話が最も普及したが、最近では市場が飽和し

てきている [２]。

　以上のような背景のもと、携帯電話の手軽さと、ノートPC

に近い処理能力を兼ね備えたスマート端末が一般利用者向け

だけでなく、企業向けにも普及し始めている。企業向けにス

マート端末の特徴を生かしたシステムを開発し、提供すること

で、今までとは異なる場面への適用や、新しいワークスタイル

の提案が可能となる。モバイル環境はデスクトップ環境に比

べ、コンピュータ操作に集中できる時間が短いため、利用者の

活動を極力阻害することなく必要な情報を取得・提供できる

ことが特に重要となる。AR(Augmented Reality : 拡張現実

感 ) や音声認識技術のようなキーボード操作が不要なユーザ

インタフェース( 以下、U I) や、コンテキストアウエアネスのよう

な利用者の活動を把握し、その活動内容に応じた情報提供す

ることでコンピュータへの指示回数を減らす仕組みを実現す

ることが高い訴求点になってくる。

　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすス

マート端末を中心に、我々の技術的アプローチの方向性につい

て紹介する。具体的には、まず第２章でモバイルクラウドの定

義を述べ、モバイルクラウドの発展可能性について議論する。

第３章では、スマート端末の利用が有効なビジネスの場面を整

理する。第４章では、モバイルクラウド発展の３つの段階の内容

と本特集論文で述べている研究開発テーマとの関係について

説明する。第５章では、現在開発中のモバイルクラウドプラット

フォームの概要について紹介する。
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スマート端末によるモバイルクラウド

4.  我々の取り組みとビジネス向け
　　モバイルクラウド発展における位置付け
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　スマート端末は、プログラム開発や資料作成等のコンピュー

タを長時間駆使するような作業よりも、立った姿勢や移動して

行うような作業を手軽に素早くサポートする場面に適用するこ

とで、その有効性が一層増す。そのような場面には、以下の特

徴がある。

（１）情報の閲覧が中心で、たくさんのテキスト情報を入力する

　　必要がない。

（２）情報の閲覧中に、確認等のコミュニケーションが発生する。

（３）情報の閲覧だけでなく、注文や決済等のサービスを安全に

　　利用することができることにより、その場でビジネスプロ

　　セスを完結する。

　ビジネス応用として例えば文献［７］に複数の例がまとめて

あるが、本稿ではとくにスマート端末の適用が有効と思われる

１１のビジネスの場面を我々独自に取り上げ、以下の４つの観

点で分類して整理した。( 表1参照 )

（１）利用環境

想定している利用環境としては、社外で用いる「モバイル」

4.1  我々の取り組みの概要
　モバイルクラウドに関する我々の取り組みとして本特集で

は、以下の7つのテーマを紹介する。

（１）セキュアオンラインストレージシステム"Sola"［８］

Sola は、Windows や Mac OS X、Linux、スマート端末

などマルチプラットフォームに対応した、クラウド環境上で

仮想的なストレージ領域を提供するシステムである。端末

側で暗号化することにより、クラウド側に一切の秘密情報

を保持しない点に特徴がある。

（２）遠隔制御技術を使ったスマート端末の管理とセキュリティ・

　　ソリューション［９］

モバイルデバイスの遠隔制御技術を用いて、スマート端末

が装備するカメラ等のデバイスの使用を制限する等の機

能を提供する。様々なセキュリティ・ソリューションを短

期間に構築でき、サービスを提供することができるという

特徴がある。

（３）マイクロ広告システム［１０］

マイクロ広告システムは、店舗等のお客さまの顔が見えるコ

ミュニティ向けに広告を配信するシステムである。お客さま

の状況を最も把握しているお店の店員が、スマート端末を用

いて広告等の情報発信を簡便にできる点に特徴がある。

4.2  モバイルクラウド発展における
        我々の取り組みの位置付け
　ビジネス向けアプリケーションの分野においてモバイルクラ

ウドは、以下の３つの段階を経て発展すると考える。

（１）既存のモバイル機器のスマート端末による置き換え

①概要　

モバイルクラウド発展の第一段階は、シンクライアント

等の業務端末、携帯電話、ノートPC 等が利用されてい

た場面にスマート端末が適用されるようになる。利用者

は、スマート端末が提供するツール類を主に活用し、足り

ない機能は独自に対応する。本段階におけるシステム

は、端末側の機能充実がメインであり、必ずしもモバイ

ルクラウドのメリットを享受する必要はない。具体的に

は、以下のような活用がある。

●コミュニケーション／コラボレーション

●社内システムとの連携

●業務端末（シンクライアント等）／携帯電話／ノート    

　PC の置き換え

②我々のアプローチ

第一段階で最初にクリアすべきことは、ビジネスで安全

にスマート端末を活用できるような製品・ソリューショ

ンを提供することである。そのため、Solaによるモバイ

ルクラウトでの安全なデータ管理や、Smart-let による

端末管理といった技術開発に取り組んでいる。

（２）センサやカメラの高度利用

①概要

第二段階でのモバイルクラウドは、スマート端末の特徴

を生かし、従来のモバイル機器では実現出来なかったよ

うな新しい価値を提供するようになる。スマート端末を

かざすだけでわかる、会話の内容からレコメンドしてく

れる、場所や時間や作業内容に応じた情報を提供してく

れる、といったことが実現されるようになる。そのため

に、下記技術開発するとともに、有効なビジネスの場面

やワークスタイルに関する仮説の立案・検証が重要に

なる。

●AR 技術

●音声認識技術

●レコメンデーション技術

●コンテキストアウエアネス

②我々のアプローチ

第二段階に向けては、スマート端末の特徴を生かした新

しいタイプのアプリケーションを開発し、その有効性を

実証することが重要であると考え、マイクロ広告システム

［１０］、ナビゲーションシステム［１１］、高齢者向けツイッ

ター［１２］、業務マニュアルシステム［１３］等の研究開発

を行っている。

（３）クラウド環境の高度利用

①概要

第三段階は、スマート端末以上に、クラウド環境が重要

な役割を果たす。サービス提供者は、コアとなるビジネ

スコンポーネントを開発するだけで、サービスを開始で

きるようになるとともに、スマート端末間の連携や日々

蓄積される情報を分析し、活用するようになる。すなわ

ち、以下の点が重要になってくる。

●サービスの連携

●端末間連携

●収集した情報の活用（分析等）

②我々のアプローチ

モバイルクラウドに必要とされるアーキテクチャ設計を

している段階である。第二段階に向けた取り組みを進め

る中で、必要となる仕組みを実現していく予定である。

金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス

［１４］は、最終段階のイメージに近いシステムを構築し

て、実際の商用サービスをまもなく提供するものである。

　本稿では、モバイルクラウド [３、４、５]を、「モバイル機器向

けに提供されるクラウド環境」と定義するものとする。モバイル

クラウドに関して我々は、「スマート端末がモバイルクラウドの

発展を加速し、またモバイルクラウドがクラウドビジネスを大

きく牽引する可能性が高い。」と予測する。このように予測する

理由は、以下のとおりである。

（１）スマート端末が広く普及し始めている

株式会社MM総研によると、２０１０年度のスマートフォン出荷

台数は８５５万台となり、２０１１年度の出荷台数は１,９８６万台

になると予測している［６］。２０１１年度の携帯電話の出荷

台数予測が４,０５０万台であり、序々に携帯電話がスマート

端末に置き換わってきている様子が見て取れる。また、利

用場面もプライベートな利用から企業そのものでの利用

に広がりを見せている。

（４）園内ナビゲーションシステム［１１］

園内ナビゲーションシステムは、動物園等の園内において

利用するためのナビゲーションシステムである。デフォルメ

された地図を用いたイラストマップナビゲーション及び、

AR 技術を用いた情報提供に特徴がある。

（５）高齢者向けツイッター［１２］

高齢者がスマートフォンを用いてツイッターにアクセスするた

めのシステムである。富山インターネット市民塾で活用してお

り、高齢者のユーザ特性を考慮した設計に特徴がある。

（６）スマート端末を利用した新しい業務インタフェース［１３］

スマート端末の特徴を生かした業務向けインタフェースの

提案である。具体的には、「かざす」ユーザインタフェースに

よる業務マニュアルアプリケーションと、デジタルペンデー

タのBluetooth 通信アプリケーションについて提案する。

（７）金融機関向けモバイル活用プラットフォームサービス［１４］

本サービス（F３ Mobile Shield Center Service）は、F３ 

CRMシステムの拡張機能として、スマート端末を高度なセ

キュリティ環境で利用するためのプラットフォームサービス

である。本サービスの特徴は、スマート端末と行内ネット

ワークの間に盾となるシールドセンターを置くことで、情報

保護と情報活用ニーズを両立している点にある。

　モバイルクラウドのソフトウェアレイヤに、上記テーマの位置

付けをマッピングしたのが図２である。

2.  モバイルクラウド

（２）スマート端末からクラウド環境にアクセスする際の制約が

　　ほぼなくなりつつある

スマート端末のほとんどの機種は、利用する場所の回線状

況に応じて Wi-Fi と３G 回線から最適な回線を自動的に選

択し、使用する。また、HTML５も使えるため、端末メーカ

やキャリアが異なるために特定のサービスが受けられな

いという問題から解放されつつある。

（３）スマート端末がクラウド環境の価値を高める

クラウド環境は、スマート端末のハードウェアリソースを拡

張するだけでなく、手軽にしかも安全にソフトウェアや

データを共有できることでその利用範囲を拡大する。その

結果、クラウド環境を利用するスマート端末が増加し、クラ

ウド環境の価値が一層高まる。

　モバイルクラウドの主な構成要素は、スマート端末とクラウド

環境である。スマート端末は、利用者がクラウド環境にアクセス

するための U I を提供する。コンピュータ操作に集中できるデス

クトップ環境と異なりモバイル環境では、細かい指示を与えなく

ても、必要とするコンピュータ操作を完了できることが重要で

ある。すなわち、以下のような機能を提供する必要がある。

（１）キーボード操作不要なU I の提供

画面のタッチ、ジェスチャ、音声入力等の簡便な入力によ

り、スマート端末に必要な指示を与えることができる。

（２）状況に応じた最適な情報の提供

利用者の操作履歴、センサによる利用者の動き、GPSに

よる位置情報といった利用者の活動情報を収集し、活用す

ることで、直接指示しなくても最適な情報を提示できる。

（３）利用者の活動を踏まえたコミュニケーションの支援

閲覧していた情報の内容や操作履歴に基づいてコミュニ

図１  モバイルクラウドのイメージ

ケーション方法や相手を自動的に特定し、コミュニケー

ションを開始できるようにする。

（４）ビジネスプロセス連携の支援

他のビジネスプロセスと連携できる仕組みを実現し、オフ

イスに戻ることなくモバイル環境でビジネスプロセスを完

結できるようにする。

　以上の機能を利用者に提供するために、クラウド環境はス

マート端末に対して少なくとも以下の２つの機能を提供する必

要がある。

（１）コンテキスト情報管理

利用者の活動に関わる情報を収集し、収集した情報に基

づき、利用者の状態や、利用者が期待しているサポート内

容を自動的に判断する仕組みを提供する。

（２）モバイルサービス管理・連携

要求されたサービスの実行や、複数のサービスが連携して

実行できるだけでなく、上記（1）で管理するコンテキスト

情報を用いて、利用者にとって最適なサービスを検索し、

実行する仕組みも提供する。

　新しいワークスタイルは、今までのモバイル環境においてコン

ピュータがあまり使用されていなかった場面に適用すること

で考案できる。例えば、通常のU I ではコンピュータ操作が面倒

であった現場でのマニュアルやカタログの閲覧・提示等であ

る。また、モバイル環境でビジネスプロセスを完結できるように

し、ビジネスのスピードを速めることにより、新しいビジネスモ

デルの創出につながると考える。例えば現場において、今まで

できなかった決済や注文等をできるようにすることで新しい

付加価値を提供することである。

　上記をまとめたモバイルクラウドのイメージを図１に示す。

3.  スマート端末のビジネス応用

表１  スマート端末のビジネス利用シーン

環境、社内や店舗等で使用する「インハウス」環境、コン

シューマが直接使用する「B2C」環境がある。

（２）利用形態

スマート端末を利用する際に、閲覧と入力それぞれについ

て、よく発生する利用形態であれば○を付けている。

（３）コミュニケーション

スマート端末利用中に、関連するコミュニケーション ( 電

話、メール等 )が発生する場合に○を付けている。

（４）ビジネスプロセス連携

その場でビジネスを完結させるために、注文や決済等の他

のビジネスプロセスと連携する必要性が高い場合に○を

付けている。

  表1で整理した結果、閲覧のみの利用形態は少なく、入力を

必要とする場合が多いことがわかった。またコミュニケーショ

ンが発生する業務も多く、現状は携帯電話とノートPC のよう

なモバイル機器を使い分けている可能性が高いので、スマート

端末を適用する利点を出せると考える。ビジネスプロセス連携

に関しても、連携することによりメリットを享受できる業務が多

く存在することがわかる。

図２   我々の取り組みの位置付け

5. モバイルクラウドプラットフォーム
5.1 開発の狙い
  モバイルクラウドプラットフォームの開発目的は、以下のとお

りである。

（１）スマート端末向けアプリケーションを低コストで迅速に開

　　発できる環境 ( 開発プラットフォーム ) を提供すること

（２）開発したシステムを用いて、手軽にしかも安全にサービス

　　開始できる環境 ( サービス提供プラットフォーム ) を提供

　　すること

　上記（1）は、スマート端末で稼働するシステムを、HTML５を

用いて簡単に開発できるようにする。また、サービス提供者が

サービスのコアとなる独自のプログラムを開発し、クラウド環

境に導入するだけで、サービス開始できるようにすることを狙

いとしている。

図３   モバイルクラウドプラットフォーム

5.2　開発プラットフォームの概要
  開発プラットフォームとは、スマート端末上で動くアプリケー

ションを開発するための環境のことである。HTML５、

Cascading Style Sheets（以下、CSS）、JavaScript をアプ

リケーションビルダに入力として与えると、アプリケーションを

ビルドする。ビルドされたアプリケーションは、以下のような特

徴を持つ。

（１）モバイル環境での最適な処理の実行制御機構の提供

スマート端末特有の利用環境の変化 (ネットワークの接続

状態、最適なデバイスの選択等 )や利用ポリシー ( 情報の

アップデート頻度、バッテリーの充電頻度等 )に応じた最

適な処理の選択＆実行制御をできるようにする。

（２）独自機能の提供

当社独自の機能を提供する。具体的には、室内と室外とで

位置情報の取得方式が異なるので、その切り替えを自動的

にすることで連続的に位置情報を提供するAPI や、ARに

には、セキュリティポリシに応じて許可するプログラムの

設定や、スマート端末上のデータの有効期限を設定できる

ようにする。

（２）スケーラビリティの確保

モバイルクラウドのスケーラビリティに影響を与える主な

要因には、「スマート端末の数」、「アクセス頻度」、「アクセス

当りの平均処理時間」がある。アプリケーションに依存する

ため一概には言えないが、スマート端末を用いたアプリ

ケーションは、一つ一つの処理は重くないため、「スマート

端末の数」と「アクセス頻度」の影響が大きい場合が多い。

そのため、大量のスマート端末から継続的にアクセスが

あった場合も、即座に要求を受け付けることができるよう

な仕組みを実現する。

（３）コンテキスト情報を用いたサービス連携

利用者の利便性を上げるためにコンテキスト情報を収集

し、積極的に活用するためには、コンテキスト情報の内容

に応じて呼び出すサービスを変更したり、前処理／後処理

を変えたりする必要がある。このような仕組みを実現する

ために、サービス指向のアーキテクチャをベースに、コンテ

キスト情報を用いてサービス呼び出しする仕組みを実現

する。

　Fanらのサーベイ論文 [５] は、モバイルクラウドの代表的な

システムとしてHyrax［１５］とCloudlet［１６］を紹介してい

る。Hyrax は、Android 端末に対してクラウドサービスを提供

するための Hadoop ベースのプラットフォームである。

Cloudlet は、モバイル機器の近くにサービスソフトウェアを動

的にインスタンス化し、利用可能にする仕組みを提供すること

で、効率的な利用環境を提供する。我々が設計しているシステ

ムのクラウド側の特徴は、EXAGE［１７］を用いて大量のモバ

イル機器からのアクセスに対応可能なスケーラブルな仕組み

を実現することにある。Hadoop ベースの Hyrax に比べると、

「キー ‒ 値」のテーブルを簡単に扱うことができるだけでなく、

並列処理に関わる部分のプログラム記述量が極めて少ないた

め、アプリケーション本来のプログラム開発に集中できるとい

うメリットがある。また Cloudlet のような仕組みは事前に組

み込まれていないが、大きなプログラムを開発することなく同

様の仕組みを実現することは可能であり、再利用性の高い仕

組みはライブラリ化していくことが重要であると考えている。
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6. まとめ
　本稿では、モバイルクラウド発展の中心的役割を果たすと考

えているスマート端末に注目し、我々の技術的アプローチの方

向性について紹介した。

　スマート端末は今後新しい市場を作る大きな可能性を持っ

ているが、その中でのクラウド環境の位置付けは、極めて重要

である。本稿で示したように、スマート端末を単なる端末と捉

えるのではなく、モバイルクラウドの構成要素と捉えて、利用者

に新しい価値 ( ワークスタイルやビジネスモデル ) を提案して

いく予定である。
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●モバイル環境でビジネスプロセスが完結することによるビジネススピードの向上
　⇒現場での決済や注文等
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製薬会社MR端末

営業決済端末

エリアマネージャー
情報端末

機器保守・修理業務端末

修繕工事報告業務

店舗での接客端末

店舗での
在庫確認端末

棚卸・発注業務端末

飲食店オーダーシステム

ペーパーレス会議端末

カタログ通販

製薬会社のMR(Medical Representatives:医薬情報担当者 )が、医師や薬剤師に、
画像や動画を使って短時間でより分かり易くする商品説明する時などに活用する。

生保の外回り営業の情報端末として活用する。顧客の契約情報の閲覧や商品パンフ
レットの表示の他、保険料のクレジットカード決済端末としても利用する。

本部とエリアマネージャーの情報共有に活用する。

作業員が出先で作業マニュアルを参照したり、作業進捗やGPS情報を本部で把握す
ることにより作業員を効率的に配置する目的で活用する。

マンションなどの修繕工事業務の作業報告を作成するためのツールとしてカメラ付き
スマートフォンを活用する。

小売店などの店頭での接客時に、画像や動画を使ってより分かり易く、商品説明す
る。とくに店舗に置いていない商品の説明に有効である。

商品の在庫を確認する端末として活用する。顧客を待たせることなく在庫を確認できる。

小売り店頭で、バーコードを読み込みながら、在庫棚卸や発注業務する端末として活
用する。

飲食店でテーブルでセルフオーダする端末としてタブレット端末を活用する。従来の
端末よりもシステムコストが安くすむ。

経営会議など社内での重要な会議において、資料閲覧などに活用する。

カタログ通販会社が、タブレット端末に向けたカタログ配信を行い、ネット通販につな
げる目的に活用する。画像拡大や在庫確認など紙カタログにはない利便性を提供する。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　

○

　

○

○

　

　

○

○

　

○

　

○

○

○

○

○

　

○

　

　

○

　

○

　

　

○

　

○

○

　

○

　また上記（２）は、開発したシステムを公開し、ダウンロードで

きる仕組みに加え、利用者が要求するセキュリティレベルに合

せた管理の仕組みがスマート端末上に自動的に導入され、モバ

イルクラウドを利用できるようにすることを狙いとしている。

関する API、コンテキスト情報を提供する API 等を開発

している。

（３）異なるスマート端末 OS への対応

アプリケーションプログラムを一つ開発するだけで、

iPhone用、iPad 用、Android 用など異なるスマート端末

OSに対応できるようにする。 

（４）プラットフォームのオープン化 

提供するサービスの API だけでなく、環境に組み込むた

めのプロトコルもオープンにすることで、他社が開発した

サービスも本プラットフォーム上で活用できるようにする。

5.3   サービス提供プラットフォームの概要
　サービス提供プラットフォームは、開発プラットフォームで開

発されたシステムを利用者に公開するためのマーケットプレイ

スと、スマート端末上で稼働するアプリケーションが利用する

サービスを提供するモバイルクラウドで構成される。我々が提

供するモバイルクラウドの特徴は、以下の３つである。

（１）セキュリティの確保

セキュリティを確保するために、リモートから端末管理で

きる仕組み［９］を実現する。現状は、ロック／アンロック／

ワイプと基本的な機能を先行して提供しているが、最終的


