
マルチ デバイス対応アプリケーション
「効果的な活用を支援するアプリケーション開発」

日本マイクロソフト株式会社

「ビジネスニーズに対応する開発力強化」 のシナリオ
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マイクロソフトの開発ソリューション

デバイスが多様化しクラウドサービスが進展する IT において、ビジネスニーズに対応する開発力強化を支援します

モダンデベロップメント
~マイクロソフトプラットフォームストーリー / エンタープライズ DevOps ~

モダン ライフサイクル

～ どうやって作るのか ～

モダン アプリケーション

～何を作るのか～

DevOps

開発と運用の連携/効
率化

Agile Planning

継続的デリバリー/
アプリケーション

ライフサイクル管理

Quality Enablement

品質管理と
テストの自動化

Team Collaboration

開発チーム
コラボレーション

Embedded

組込み

アプリケーション

.NET

.NET と開発
プラットフォーム

Modern Consumer 
Applications

コンシューマー向け
アプリケーション

Modern Business 
Applications

業務アプリケーション
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コンテンツ

• 多用化する ICT 環境への対応 ~マルチ デバイスの活用~

• マルチ デバイス対応の課題 ~複数プラットフォーム向けの開発~

• マルチ デバイス対応の課題 ~使いやすいアプリケーションの開発~

• マルチ デバイス対応の課題 ~開発とテスト工数の削減~

• デバイス＆サービス：マイクロソフトのアプローチ

• デバイス＆サービス：広範なプラットフォームへの対応

• 導入モデル：10 ユーザー

• 導入モデル：20 ユーザー
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解決策：マルチデバイスの利用を想定したセキュアなアプリケーションの開発フレームワーク

課題：マルチデバイスの混在によるアプリケーションの要件定義の複雑化

多用化する ICT 環境への対応 ~マルチ デバイスの活用~
使い慣れたデバイスの企業 ICT 環境への導入によって利用者の業務効率を向上

オフィスに戻らないと
メールを確認できない。

端末の紛失による
情報漏えい対策が必要。

移動時間を利用して、
外出先でメールをチェック！

業務効率がアップし、
移動コストや残業時間も削減！

端末にはデータを残さないので
セキュリティ的にも安心！

交通機関がマヒして出社できないので
仕事を進められない。

端末を紛失した場合でも、
遠隔操作でロックが可能！

外出時の空き時間が無駄、
業務効率も悪化する。

社員が勝手に個人の端末に
データを転送している。

場所やデバイスを選ばずに、
業務アプリケーションを活用できる！

マルウェアによる
情報漏えいが心配。

遠隔操作によるワイプで、
万一の情報漏えいを
未然に防止できる！
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解決策：デバイス横断的に対応できる柔軟なアプリケーション開発モデル

課題：デバイス固有の特性や利活用シナリオ毎のアプリケーション開発

マルチ デバイス対応の課題 ~複数プラットフォーム向けの開発~

デバイス

オフィス 支店・拠点 出張先 自宅

ユーザー環境
（ネットワーク）

関連技術
（ゲートウェイ）

クラウド
サービス

LAN WAN 自宅光回線無線LAN

ファイアウォール メールGWウェブGW リモートアクセス VPN

パブリッククラウド プライベートクラウド

開
発
運
用

基
盤

IT トレンドへの包括的な対応によって、
様々な企業 IT の課題を解決できる！

マルチデバイスに対応できる開発ツールの活用で、
開発生産性が大幅に向上した！

考慮すべき要素が多く、
システム構成の選定に
時間がかかる。

対象デバイス毎の特性を
考慮したアプリケーション
を作らなければならない。

プラットフォーム毎に
異なる開発ツールを
用意しなければならい。

複数デバイス向けのアプリケーション開発を支援するアプリケーション開発モデルの採用
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解決策：使いやすいUX を実現できるOS とアプリケーション開発環境の組み合わせ

課題：コンシューマ向けアプリケーションと同等の使いやすさの企業向けアプリケーションへの提供

マルチ デバイス対応の課題 ~使いやすいアプリケーションの開発~

【例】スマートフォンの入力方法は？
・携帯電話と同様の入力？
・スマートフォンのフリック入力？
・ソフトウェアキーボードによる入力？
・スタイラスによる入力？

業務アプリケーションの特性によって、
操作性を使い分けることができる！

慣れない入力方法が、入力ミスだけでなく、
思考速度の低下や停止の原因となる。

アプリケーションの使いやすさが、
業務効率に影響する。

使いやすいアプリケーションの
開発には時間がかかる。

利用者ニーズと業務特性にマッチした
アプリケーションを効率よく開発できる！

文字情報が多く、
操作しづらい。

Windows 8.１は、タッチはもちろん、
マウス＋キーボードにも対応できる！

タブレットではマウスや
キーボードが使えない。

直感的でわかりやすいUI で
作業効率がアップ！

『使いやすさ』は当たり前の品質！
⇒ 学習のし易さ
⇒ エラーの少なさ
⇒ 記憶のしやすさ
⇒ 効率性や生産性の向上

ビジネス アプリケーションの操作性を大幅に改善するためのアプローチ
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解決策：広範なデバイスに対応する生産性の高い開発と検証のためのフレームワーク

課題：デバイス固有のテクノロジと開発ツールの採用による開発工数の増加

マルチ デバイス対応の課題 ~開発と検証工数の削減~

生産性の低下により、
企業競争力の低下。

ユーザーニーズにマッチした
デバイスを選択可能！

組込みOS

組込み用
AP ASP.NET

Web
サービス

ビジネス要件に最適なアプリケーションを、
短期間で安価に開発できる！

共通の開発ツールの利用によって、
開発とテスト工数を大幅に削減！

テクノロジの制約により、
UI の操作性が限定される。

複数の異なるテクノロジを採用した結果、
システム間連携のための開発とテスト工数が増大。

Windows 
Form 
アプリ

ASP.NET
Web
アプリ

Windows 
ストア
アプリ

既存の資産や
開発者のスキルを活用できる！

デバイス毎に開発ツールが異なるため、
既存資産や開発スキルを再利用できない。

オンプレミスとクラウドの両方を活用した、
ハイブリット環境でのアプリケーションの開発とテストに対応！

マルチ デバイスに対応した開発フレームワークの活用による開発検証工数とコストの削減
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デバイス＆サービス：マイクロソフトのアプローチ

• タッチスクリーンを実現した UMPC (2006年4月)

• A 社製の商用タブレット デバイスの発売 (2010年5月)

• タッチ デバイス時代を想定した UI 設計

• A 社商用タブレット デバイスの発売（2010年5月）

マウス＋キーボードと
タッチ操作の双方に対応！

タッチデバイスが一般化する前に、
将来の普及を想定した UI を設計！

Ultra-Mobile PC (UMPC)

コードネーム: Origami

アプリケーション プロトタイプ
農林水産省 PICS

(2008年9月)
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デバイス＆サービス：広範なプラットフォームへの対応

デバイスノード

• センサー

• モーター

• 工作機械制御 など

ゲートウェイ

• デバイスノード管理

• ローカル内での処理

• ローカルネットと

インターネットの接続

専用端末

• 専用コンパネ

• POS, KIOSK 端末

• デジタル サイネージ など

クライアント

• コンシューマー

• エンタープライズ

• スマート デバイス

• ゲーム 機器など

サービス

• オンプレミス

• プライベート クラウド

• パブリック クラウド

.NET Micro Framework Windows
Windows Phone

Windows Server
Windows Azure

Windows Embedded Compact
Windows Embedded Standard
Windows Embedded Pro

Team Foundation Server＋
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導入モデル： 10 ユーザー

* 記載している価格はいずれも参考価格です。実際のお客様の購入価格は販売店様により決定されますので、販売店様にお問い合わせください。

必要なライセンスの構成１

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Ultimate with MSDN 2

開発担当者 Visual Studio Premium with MSDN 8

12,724,200 円

必要なライセンスの構成２

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Ultimate with MSDN 2

開発担当者 Visual Studio Professional with MSDN 8

6,057,000 円

Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定

2グループで開発合計10 名の場合

• グループA: 開発チームリーダー1名、開発者4名
• グループB: 開発チームリーダー1名、開発者4名
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導入モデル： 20 ユーザー

必要なライセンスの構成２

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Premium with MSDN 2

開発担当者 Visual Studio Premium with MSDN 18

8,016,000 円

必要なライセンスの構成１

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Ultimate with MSDN 2

開発担当者 Visual Studio Premium with MSDN 18

23,017,200 円

Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定

2グループで開発合計20名の場合

• グループA: 開発チームリーダー1名、開発者9名
• グループB: 開発チームリーダー1名、開発者9名

* 記載している価格はいずれも参考価格です。実際のお客様の購入価格は販売店様により決定されますので、販売店様にお問い合わせください。




