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あ ら ま し

スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスは，その機動性・携帯性から社

内外を問わず，業務の様々なシーンへの適用が広がっている。スマートデバイスを活用

したワークスタイル変革は必然とも言える状況となっているが，セキュリティ対策，複

数OSでの開発効率化など，システム管理や開発面では多くの要望が存在する。これら
の要望を実現する手段として，富士通ではミドルウェア製品であるFUJITSU Software 
Interstage Mobile Application Server（IMAPS），およびサービス基盤であるFUJITSU 
Cloud PaaS MobileSUITE（MobileSUITE）を提供している。IMAPSは，マルチプラッ
トフォームに対応した開発環境と，セキュアーなアプリケーション実行基盤，そして現

場の生産性を向上させる業務運用環境を備えており，スマートデバイス向けのアプリ

ケーションを効率良く開発・運用できる。MobileSUITEは，コンテンツ配信や電子カタ
ログ用途向けの機能をすぐに使えるようにサービス提供している。また，MDM（Mobile 
Device Management）機能もサービス提供しており，組み合わせて利用することで，セ
キュリティ対策が要求される場面に対しても迅速に対応できる。

本稿では，これら二つの製品の特長と適用例を紹介する。

Abstract

Smart devices such as smartphones and tablets are coming to be applied in a wide 
variety of business scenarios both inside and outside the company thanks to their mobile 
and portable features.  This revolution in work style centered about the use of smart 
devices was perhaps inevitable, but there are still many needs in system management 
and development such as enhanced security measures and efficient software 
development under multiple OSs.  To meet these needs, Fujitsu provides a middleware 
product called FUJITSU Software Interstage Mobile Application Server (IMAPS) and 
a service platform called FUJITSU Cloud PaaS MobileSUITE (MobileSUITE).  IMAPS 
enables the efficient development and operation of applications for smart devices by 
providing a multi-platform development environment, a secure application execution 
infrastructure, and a business operation environment for improving on-site productivity.  
MobileSUITE provides services that enable functions for content delivery and digital 
catalogs to be used immediately and also provides Mobile Device Management (MDM) 
functions.  Using these MobileSUITE functions in combination enables prompt support 
of situations requiring security measures.  This paper introduces the features of these 
two products and presents examples of their application. 
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しかし，これらのシーンでは必ずしも電波状況
が良いとは限らない。電波状況が不安定な場所（地
下，移動中）や，通信を遮断・禁止している場所（病
院，飛行機内，精密機器を扱う場所）など，オン
ライン状態から電波状態が劣化する場合において
も業務に支障を来さないことが求められている。
システム化については従来よりも早期の開発を
求められている。また，アプリケーションにも操
作性の良さや，カメラやGPSなどのスマートデバ
イス特有の機能を活用することなども求められて
いる。
● アプリケーション開発者
前節のユーザーや経営者の要望に対し，アプリ
ケーション開発者の立場では以下のような課題が
存在する。
スマートデバイスにはAndroid，iOS，Windows
など複数のプラットフォーム（OS），およびバー
ジョンが存在し，それらによって開発言語や利用
可能な機能が異なる。また，新しい分野であるス
マートデバイスの開発経験者が少ないという問題
もあり，OSごとにアプリケーションを開発するに
は，スマートデバイスに関する様々な知識や多く
の工数が必要となる。そのため，効率的に開発で
きる開発手法や環境が求められている。
● システム管理者
スマートデバイスの業務活用において，システ
ム管理者を最も悩ませるのがセキュリティ問題で
ある。
スマートデバイスは，営業先や作業現場など社
外に持ち出すことが多い。このため，基本的なユー
ザー認証はもちろん，顧客情報や重要データの暗
号化など，万が一の紛失や盗難に備えた対策を求
められている。
● IMAPSとMobileSUITE
このようなスマートデバイスを活用するうえで
の要望に応えるのが，IMAPSとMobileSUITEであ
る。スマートデバイスを利用した業務をオンプレ
ミスで運用したいお客様はIMAPSを，自社での環
境構築の手間を省きたいお客様はサービス提供型
のMobileSUITEを選択できる。

IMAPSの特長と適用例

IMAPSは，オープンでセキュアーなモバイルア

IMAPSの特長と適用例

ま　え　が　き

近年，スマートフォンやタブレットなどのスマー
トデバイスの普及に伴い，営業，販売，製造，保守・
点検といった様々な業務でスマートデバイスを活
用したワークスタイルの変革が本格化しつつある。（1）

例えば，小売業では，ネットサービスとの競合
により店舗への来店数が減少しているという問題
を抱えている。そのため，専用アプリケーショ
ンを用いたセール通知やクーポン配布によるお
客様の実店舗への送客性向上（O2O：Online to 
Offl ine），現場における在庫・発注管理や顧客情報
活用による業務の効率化など，スマートデバイス
を利用した新たなビジネス提案が考えられている。
また，製造・建築業では，ものづくりの現場や，
保守・点検作業におけるスマートデバイスの活用
が広がっている。例えば，確認箇所や手順をスマー
トデバイスに表示したり，点検結果や引き継ぎ事
項をその場で直接入力したり，といった具合であ
る。このように，これまで紙ベースで行っていた
作業からの脱却により，初心者でも作業漏れやミ
スをなくして作業を効率化させるだけでなく，従
来からの課題であった，属人化している熟練者の
ノウハウの共有・継承も期待できる。
本稿では，スマートデバイスの業務活用を実現
する手段として，富士通が提供するミドルウェア
製品であるFUJITSU Software Interstage Mobile 
Application Server（IMAPS），およびサービス
基盤であるFUJITSU Cloud PaaS MobileSUITE
（MobileSUITE）を紹介する。

スマートデバイスの活用における要望と課題

前述のとおり，スマートデバイスは様々な業務
での活用が期待されている。しかし，ビジネスに
おけるスマートデバイスの活用実績やノウハウが
少ないことから，お客様のそれぞれの立場におい
ては以下のような要望と課題が存在する。
● ユーザー，経営者
実際にスマートデバイスを利用するユーザーや
経営者は，スマートデバイスの持つ機動性と携帯
性を生かして，営業先，作業現場，移動中など，
あらゆるシーンにおいて業務を行うことで，業務
の効率化やスピードアップをしたいと考えている。

ま　え　が　き

スマートデバイスの活用における要望と課題
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で，複数のOSへの対応や，機種ごとに振る舞いの
異なるカメラやGPSなどのデバイス機能の制御を
意識することなく，マルチプラットフォームに対
応したアプリケーションを従来の1/2（当社調べ）
の開発量で開発可能である。
● セキュアーなアプリケーション実行基盤

IMAPSでは，スマートデバイスにおけるユー
ザー認証を確実に行うため，業務の運用形態に合っ
た認証方式を選ぶことができる。認証の方式とし
ては，Active Directoryなどのディレクトリサービ
ス，およびデータベースでのユーザー認証をサポー
トしており，お客様が既に利用しているシステム
にアドオンして使うことも可能である。
また，業務データ，顧客情報，認証情報を含む
スマートデバイス上のデータは暗号化して保管さ
れており，更に，あらかじめ回線断などの条件を
定義することによりデータを自動削除できる。こ
れにより，万が一の盗難や紛失の際の情報漏えい
を防ぎ，強固な安全性を確保している。
● 現場の生産性を向上させる業務運用環境

IMAPSでは，スマートデバイスの通信状態に影
響されない業務運用環境を提供している。ユーザー
は事前にスマートデバイス上にデータを保管して
おくことにより，スマートデバイスの特性を失う
ことなく移動中や作業現場など，通信状態が悪い
環境においても業務を継続できる。

プリケーションサーバである。（2）IMAPSでは，マル
チプラットフォームに対応した開発環境と，セキュ
アーなアプリケーション実行基盤，そして現場の
生産性を向上させる業務運用環境を備えている。
以下にその特長と適用例を紹介する。
● マルチプラットフォームに対応した開発環境
スマートデバイスにおけるアプリケーションの
形態には，ハイブリッドアプリケーション，ネイ
ティブアプリケーション，Webアプリケーション
の三つがある（図-1）。IMAPSでは全ての形態の
アプリケーションをサポートしているため，お客
様のニーズに合わせて最適な形態を提供できる。
中でも一番効率的に開発できるのが，ハイブリッ
ドアプリケーションである。
ハイブリッドアプリケーションはスマートデバ
イスにおいて，オープンでWebシステムでも使わ
れている標準言語であるHTML5/JavaScript/CSS3
を用いて開発され，AndroidやiOSといった複数の
OS上で共通に動作する。そのため，開発者はOSご
との開発言語を新たに覚える必要がなく，これま
でWebシステムの開発で培ってきた知識や技術を
使えるというメリットがある。また，IMAPSでは，
認証，データ暗号化，ログ収集などの独自ライブ
ラリ（API：Application Programming Interface）
や，モバイルアプリケーション開発フレームワー
クを提供している。開発者はこれらを用いること

図-1　スマートデバイスにおけるアプリケーションの形態

サーバサイド
アプリケーション

サーバ

ネイティブアプリケーション

スマートデバイス

アプリケーション
（ネイティブ）

OS/デバイス

・ デバイス機能が利用可能

・ 開発言語はOSごとに異なる

サーバ

Webアプリケーション

Webアプリケーション
（HTML生成）

スマートデバイス

ブラウザ

HTML

OS/デバイス

・ 既存PC資産の流用可能

・ デバイス機能は利用不可

サーバ

ハイブリッドアプリケーション

サーバサイド
アプリケーション

スマートデバイス

実行基盤

アプリケーション
（HTML）

OS/デバイス

・ デバイス機能が利用可能
・ 開発言語は共通
 （HTML5/JavaScript/CSS3）
・ 実行基盤がOSの違いを吸収



FUJITSU. 66, 1 （01, 2015） 21

スマートデバイスの活用を支えるモバイルプラットフォーム技術

する。
エキスパートは受信した画像を確認し，詳細な
確認が必要な箇所をスマートデバイス上にマーク
して返信でき，両者が共有した画像を基にリアル
タイムに業務を行えるという特長がある。エキス
パートからの指示が画像を通じてリアルタイムに
伝えられることで，担当者への指摘ミスや確認漏
れなどが防止できる。

IMAPSの開発環境を使用することで，このよう
なアプリケーションが，わずか100ステップ程度で
開発可能である。

MobileSUITEの特長と今後の展望

IMAPSがミドルウェア製品として提供している
のに対して，MobileSUITEはサービス基盤として
提供している。（3）

MobileSUITEは単なるクラウド側の機能提供だ
けでなく，端末側の機能も充実しており，コンテ
ンツ配信や電子カタログ用途向けの機能をサービ
スとして提供している。これにより，申込をする
だけですぐに利用できる。また，端末自体をセキュ
アー化するMDM（Mobile Device Management）
機能も提供しており，セキュリティ対策が必要な
場合でも，すぐに対応できる。
スマートデバイスの業務活用が進む中，

MobileSUITEはAndroid，iOS，Windows向けに
これらの機能を提供しているため，OSの違いを意
識することなく円滑に導入が可能となっている。
本章では，MobileSUITEの特長について述べる
とともに，今後の展望について述べる。

MobileSUITEの特長と今後の展望

サーバからスマートデバイスにリアルタイムに
情報を送信するプッシュ通信機能では，アプリケー
ションの起動状態やユーザーによる更新操作など
に依存せずにメッセージを通知できる。メッセー
ジの送信方法として，Google社が提供するGCM
（Google Cloud Messaging for Android）や，Apple
社のAPNs（Apple Push Notifi cation Service）が
使用できる。これらに加えて，IMAPSプッシュと
いう富士通独自の信頼性の高い送信方法を提供し
ている。IMAPSプッシュは，GCMやAPNsではで
きない大量のメッセージ送信や，メッセージ保留/
再送，未到達メッセージの確認など利便性の高い
機能を備えている。
● ログ収集機能による操作記録やトラブル調査

IMAPSは，アプリケーションの操作記録やトラ
ブル調査のためのログ収集機能も充実している。

IMAPSが提供しているロギング用APIをスマー
トデバイスのアプリケーションに組み込むことに
より，サーバ側で情報収集が可能になる。
例えば，ユーザーの操作履歴や内部処理をログ
に出力した場合，アプリケーション開発者やシス
テム管理者は，これらのログを用いてトラブル発
生時に迅速に調査したり，必要に応じて様々な分
析に利用したりできる。
● IMAPSの適用例：物件査定アプリケーション

IMAPSの適用例として，不動産物件の査定現場
で利用するアプリケーションを紹介する（図-2）。
現場に出向いた担当者がスマートデバイスのカメ
ラで物件の画像を撮影し，オフィスにいるエキス
パートがその画像を共有しながら，作業を指示

図-2　物件査定アプリケーション
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ンテンツと同様にコンテンツ配信の仕組みを利用
して簡単に配信できるため，開発者はHTMLア
プリの開発に専念できる。HTMLアプリは暗号
化した状態で端末に配信し，アプリセキュア実行
基盤上で実行時のみ復号する方式のため，セキュ
アーな利用が可能である。これらのHTMLアプ
リは，アプリストアなどに登録する必要はなく，
MobileSUITEのWeb上の管理画面から登録するだ
けで配信可能である。
このように，アプリ/コンテンツ管理機能を利
用すれば，システム管理者はコンテンツやHTML
アプリの配信をすぐに実現できるようになる。ま
た，利用者も端末上のアプリにログインするだけ
で，システム管理者が登録した多くのコンテンツ
やHTMLアプリを最新の状態で利用が可能になる。
コンテンツやHTMLアプリはモバイルポータル
上にあらかじめダウンロードしておけばオフライ
ン状態でも使用可能であり，利用する場所も選ば
ない。
● 端末管理機能（MDM）
スマートデバイスを業務で利用する上で，紛
失や盗難に対する対策は必要不可欠である。
MobileSUITEは，これらの管理・運用を容易にす
る機能を提供している。これにより，システム管理
者は簡単にスマートデバイスの管理を実施できる。
端末管理機能では，システム管理者が利用者端
末のセキュリティポリシーの設定を管理し，設定

● アプリ/コンテンツ管理機能
MobileSUITEでは，アプリ/コンテンツ管理機能
を提供している。システム管理者はWeb上の管理
画面から簡単に，HTMLアプリ（注）やコンテンツ（カ
タログやマニュアルのようなPDFファイル，また
は動画など）を登録し配信が可能であり，利用者
もすぐに視聴・閲覧できる（図-3）。
利用者に向けてコンテンツを配信したい場合，
コンテンツ管理画面から配信したいコンテンツを
登録し，それを画面レイアウトとして配置すると
いう手順だけで実現できる。
更に，コンテンツをセキュアーに配信したい場
合は，コンテンツの登録時に暗号化の項目にある
「暗号化する」のチェックをマークするだけで簡単
にコンテンツを暗号化できる。暗号化されたコン
テンツは，端末上のアプリ（モバイルポータル）
が持っている専用のファイルビューアーで表示可
能である。このため，外部のビューアーを使用す
る場合に比べて情報漏えいのリスクを軽減できる。
このように，コンテンツ配信機能を，アプリケー
ションを開発する必要もなく，すぐに利用できる
点も大きな特長と言える。
開発者が作成したHTMLアプリについても，コ

（注） ここでは，図-1のハイブリッドアプリケーション内の「ア
プリケーション（HTML）」部分を指す。MobileSUITE
が提供する実行基盤と合わせてハイブリッドアプリ
ケーションとして動作する。

図-3　MobileSUITE全体概要
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したポリシーに基づいて端末の状態をチェックす
ることで，端末の状態が安全かどうかを確認でき
る。また，指定の端末からでないとログインでき
ないような設定も可能であり，ID・パスワードの
漏えいにも対応できる。利用者端末を遠隔操作で
ロックもできるため，重要なデータを守るために
端末内のデータを必要に応じて消去できる。更に，
端末自体を初期化してしまうことも可能である。
これらの操作を，システム管理者はWebシステム
上から簡単に実行できる（図-4）。
端末起動などのログ情報もWeb上の管理画面か
ら確認できるようになっており，情報漏えいのリ
スクに対して効果的な運用が可能となる。
● 今後の展望
以上述べてきたように，MobileSUITEの特長は，
スマートデバイスを活用する利用者が必要とする
基本的な機能を既にサービスとして提供している
ことである。
もちろん，このMobileSUITEを最大限に生かす
ためには，独自にHTMLアプリを開発し自社の業
務システムと連携させるなど，プラットフォーム
として活用することである。それによりスマート
デバイスを活用した理想の業務スタイルが実現で
きるようになる。

MobileSUITEはアプリケーション開発者やシス
テム管理者，更には利用者の視点に立ち，より使
いやすくするために継続的な機能拡張を行ってい
る。例えば，NFC（Near Field Communication）
などを利用した新しい認証方式への対応や，音
声による業務システムとの連携（MobileSUITE 
Voice Operation）（4）のような新しいサービスの提
供などがある。また，システム管理者向けの運用
効率を向上させるためのGUI（Graphical User 
Interface）改善や，人の操作に対する応答速度の
改善にも力を入れて開発を続けており，継続的に
サービスの質の向上に取り組んでいく。
業務スタイルの変革を容易に実現できる最適な
サービス基盤，それがMobileSUITEである。

む　　す　　び

本稿では，スマートデバイスの活用を支えるモ
バイルプラットフォーム技術として，ミドルウェ

む　　す　　び

アであるFUJITSU Software Interstage Mobile 
Application Serverと，クラウドサービスとして提
供しているFUJITSU Cloud PaaS MobileSUITE
について解説した。
米ガートナー社は，2016年までにスマートデバ
イス向けのアプリケーションの50％以上がハイブ
リッドアプリケーションになると予測している。（5）

富 士 通でも，HTML5やJavaScriptなどのWeb
技術のノウハウが活用できるハイブリッドアプリ
ケーションに注目しており，今後もスマートデバ
イスを活用したお客様のビジネス展開に貢献でき
る商品開発に取り組んでいく。
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