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Power comes from Aplix
1986年の創立からの20年間で培った開発の技術力を
しっかりと支える体制を築くことに注力した1年でした。
2006年は、創立20周年を迎えたアプリックスにとって、新たなスタートの年であった。
社長が創立者の郡山龍から関野正明へと交代して経営の体制や戦略に大きな転換を加えた上に、
次世代に向けた長期的な事業戦略として300名体制の「プラットフォーム開発センター」の開設、
新製品「USVM」の発表など事業的な変化も大きく、さらなる発展への転機となる年だったといえる。

社長メッセージ

代表取締役社長

関野 正明

Masaaki Sekino

2006 年 1 月に執 行 役 員 常 務 兼 最 高
執 行責任者としてアプリックスに入社。
株式上場以前より社外取締役として
アプリックスの経営に参画し、2006年

3月に代表取締役社長に就任。

組み込みソフトウェア専門の開発会社として、最大限に能力を発揮できる体制を築く
アプリックスのポテンシャルの高さを

組織が有機的に変化することで

業績に反映させる体制作り

開発部門のバリューを発揮できる

2006年3月に代表取締役社長に就任し

経営陣が一致しているのは、優れた技術

た関野正明です。多くの企業を見てき

力と市場を見据えた開発力にアプリック

た実績と社外取締役としてアプリックス

スの市場優位性があるという点です。当

の経営に携わってきた経験を活かし、強

社の開発部門では、お客様が何を必要

さとバネのある経営を心がけています。

としているのか、そのニーズを踏まえた

スピードある開発力と高い技術力に

開発を推進しています。アプリックスは

定評があるアプリックスですが、入社

もともと開発が主体となって生まれた企

して驚いたのは予想していたよりもは

業であり、開発を中心とした事業活動を

組み込みソフトウェア業界の

るかに高いポテンシャルを備えている

展開してきました。この開発部門の強み

リーディングカンパニーとして

ということです。アプリックスには本

を最大限に活かし、業績に反映させるた

2006年2月で創業20年を迎えたアプリ

当に有能なエンジニアが集まっていて、

めに、計画経営を導入し、柔軟な企業体

ックスは、人間に例えるならば、ようやく

彼らがこの技術力を支えていることを

制を築き、経営環境や事業環境の変化

成人式を終えてこれから働き盛りを迎え

改めて実感しました。この技術力をよ

に対応できる企業資質を強化するとい

るところです。その節目の年に
「ミドルウ

り充実させ、業績に反映させるために

うことが、経営陣の総合的な判断です。

ェア・フレームワーク」
という次世代の柱

社長就任1年目のミッションとして自ら

2006年は、品質管理部門の独立した

となるべき事業もスタートしました。現

に課したのは、計画経営への切り替え

部署への組織変更、著作権などの法務

在のコア事業である
「JBlend」に「ミドル

と管理・営業部門の強化です。関連部

的な知識や原価・予算といった財務的

ウェア･フレームワーク」を加え、社会に

署の強化、人事・教育制度の見直しと

な知識の中間管理職以上への教育、人

対して組み込みソフトウェアの価値を認

計 画 化 、組 織 横 断 的 な プ ロ ジ ェ クト

材採用に対する年間計画の見直しや強

識させるべく事業を展開してまいります。

「 Focus 」の始動、中期経営計画の社内

化などを通して、より効率的な開発を推

アプリックスは、市場の拡大が見込まれ

への発表などを実施しました。
中間管理職を対象にした「Focus」は、

進できる体制へと変更を図りました。
このようにこれまでの「当たり前」を

る組み込みソフトウェア業界において中心
的存在として成長を遂げてきた企業です。

9月から11月の3ヶ月間に5つのテーマ

見直し、既存のルールを再検討してい

業界のリーディング・カンパニーである専

に対して組織横断的なプロジェクトを

くことで、柔軟な組織体制が築け、業務

業メーカーとして経営陣が目指しているの

進行させました。プロジェクトを継続

改善が見込めるだけでなく、内部統制

は、組み込みソフトウェア産業自体が社会

的に展開していくことで包括的な視点

力が高まる効果もあると考えています。

に認知され、しかるべきポジションを得ら

を養い、効果効率を高め、新規事業の

2007年には、新たな執行体制を徹底

芽を生み出すことが出来ると考えてい

し、より収益性を高められる社内体制

スが存在し続けることです。そのためにも、

ます。

の構築に注力してまいります。そのため

強く柔軟な資質を持った企業として成長

中期経営計画については、会社がど

に、これまで機能別に構築していた組

していく経営戦略を実践していきます。

ういうスパンで動き、経営のベクトルが

織を、事業と企画の2部門に再構築しま

また、株主の貴重な資本を預かっている

どちらを向いているのかを明確な指針

す。事業部門は売上や費用、損益に対し

立場からも、健全かつ透明性の高い経営

として出したいと考えました。経営の

て明確な責任を追及し、一方、企画部門

と事業展開を心がけます。市場のニーズを

羅針盤として具体的な計画を全社員に

は、事業部門の予実管理や監査・監督、

的確につかみ、技術力を反映させていくこ

指し示すことで、社内の意識を共通化

アドバイザリを行います。

とで、株主や顧客の皆様の期待にこたえら

れる産業へと発展し、その核にアプリック

し、志気を高めます。そのため、中期経

事業推進に適した環境を作り、コン

れる成果が築けると確信しております。今

営計画については社内で共有すべきも

プライアンス体制を確立し、内部統制

後とも、より一層のご理解・ご支援をいた

のと位置付け、変化の激しい業界で事

を構築します。アプリックスは、すでに

だきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

業を展開している事業の性質を踏まえ、

ISO9001を取得していますが、何のた

1年毎に見直しをかけるローリング方式

めに取得したのか、その意味を常に考

により策定しています。

えながら業務を進めてまいります。

代表取締役社長
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アプリックスの事業を支えているのは、
開発を行う個々のエンジニア
主力製品「JBlend」の出荷が好調に推移する傍らで
「ミドルウェア・フレームワーク」
という
新たなプロジェクトが本格的に始動しはじめたアプリックス。
開発部門を率いるトップ二人に会社の将来を担う
開発の現状と将来像について語ってもらいました。

郡山 龍氏
吉本 晃氏
対談

代表取締役会長
R&D本部本部長

郡山 龍

Ryu Koriyama

開発に必要なのは、世の中が何を必要としているのかを見極めるビジョンと判断力
将来JavaまたはJavaに近い技術が

れは組み込みソフトウェア・メーカー

きな要因だと思っています。

必要になる という確信が

としては日本初でしたが、 将来Javaま

インタビューア：新しいテクノロジへの

ヒット製品「JBlend」を生み出した

たは Java に近い技術が必要になる と

先見性が、
「 JBlend 」搭載携帯電話総出

確信していたのです。もし Java そのも

荷台数3億台突破という結果につながっ

インタビューア：まずは現在の主力製

のがスタンダードにならなくても、同

たのですね。

品、
「JBlend」開発の経緯について伺い

じコンセプトを持った技術が必要にな

郡山：アプリックスではソフトウェアの

たいのですが。

るはずだと考えました。Javaの研究を

企画と開発を個々のエンジニアが自発

郡山：
「 JBlend 」が生まれたのは、アプ

進めておけば、たとえ 近い技術 が主

的に行う業態を取っています。開発者

リックスの業態として、自然のなりゆ

流になった場合でもすぐに対応できる

自身が作りたいと思うソフトウェアを

きだったと考えています。

と考えたわけです。実際、Javaはここ

作ってビジネスにすることができるの

まで普及し、
「 JBlend」の開発にいち早

ですが、いくら自分達がいいと思うも

Javaは、Sun Microsystemsが1995年に

く着手したことが、世界に先駆けて携

のや技術的に優れているものを開発し

発表したものですが、アプリックスは

帯電話向けJavaサービスを始めた日本

ても、使ってもらえなければ意味がな

その翌年にJavaの技術を使った開発ラ

を浸透させ、
の携帯電話市場に
「JBlend」

い。だから、開発するにあたっては「世

イセンスを同社から取得しました。こ

さらに世界中に広げることができた大

の中がこの先どう動いていって、その

「JBlend」のベースとなっている技術、
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R&D本部本部長代理

吉本 晃

Akira Yoshimoto

ために何がどう役立つのか」というビ

ソフトウェアの必要性がより高くなっ

め、個々のミドルウェアをはめ込むた

ジョンを持つことが大切です。世の中

ている製品にも搭載されています。家

めのフレームを開発することで、機器

の役に立つソフトウェアを作るために

電のデジタル化が進むにつれて、その

メーカーのソフトウェア開発が容易に

は、他社の技術や仕様を取り入れる場

需要も高まっていくはずです。

なります。これは吉本をリーダーとす
るチームが開発を進めています。

合もあります。

吉本：中心となっているのは、実際に開

また、新しい技術は、必要だとわか
ってから開発したのでは遅いのです。
携帯電話にJavaが搭載されるとわかっ

アプリックスの次世代を担う
「ミドルウェア・フレームワーク」

てから Java ライセンスを取得し、開発

発を行っているエンジニアです。現在
は 300 名体制で開発を進めています。
私は前職では機器メーカーで携帯電話

をはじめていたら市場に乗り遅れてい

インタビューア：それでは次に、新プロ

のソフトウェアを開発する立場にいた

たでしょう。開発は、あくまでも時代

ジェクト「ミドルウェア・フレームワー

のですが、その時にこういうものが無

の流れをきちんと読み取り、人々が真

ク」についてお聞かせください。

いために苦労した、こういうものを作

に求めているのは何かをつかみながら

郡山：ひとことで言うと携帯電話のソ

りたかった、という経験をもとに、調

進めていかなければならないのです。

フトウェア開発全体を効率化する仕組

整役として機能したいと思っています。

みです。膨大な種類のソフトウェアを

ソフトウェアの開発部門長として、

「 JBlend 」は、携帯電話だけでなく、
カーナビやビデオカメラ、デジタルテ

組み合わせて構成されている携帯電話

MOAP®（L）など、第3世代のモバイル・

レビなど、多機能化が進み、組み込み

の開発で、共通の接続基準を取りまと

プラットフォーム開発に携わっていまし
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たから、その経験をうまく活かしたい

せるために、我々ソフトウェア・メーカ

と考えています。
「ミドルウェア・フレ

ーが独自に、そしてあまりに自由にそ

ームワーク」の開発は順調に進んでお

れぞれのスタイルで開発を続けてき

り、核となる技術や対応OSも固まりま

た、ということがきっかけの一つにな

した。

っています。個々のソフトウェアは良

インタビューア：実際、アプリックスの

く出来ていても、これらを限られた期

社員として開発を手がけている感想は

間の中で組み合わせて製品を開発する

いかがですか。

のに、機器メーカーは大変な苦労をし
吉 本：ア プ リック ス

ているのです。

は 、も と も と 技 術 力

吉本：確かに、機器メーカーで携帯電話

の高い会社だと評価

用ソフトウェアの開発を行っていると、

していましたが、
「ミ

多数のソフトウェア・メーカーから調

ドルウェア・フレーム

達した、さまざまなスタイルのソフト

ワーク」をはじめ、実

ウェア同士を結合するところに莫大な

際に開発チームをいくつか率いること

時間とコストがかかっていることを実

になり、エンジニアの持つ開発へのス

感します。複数のソフトウェアのイン

ピード感と熱意に圧倒されていますよ。

ターフェースの合わせこみのためのソ

郡山：自由に意見交換できる、アプリッ

フトウェアを新たに作りこむ工程、さ

クスの社風がそのスピード感や技術力

らに、その動作確認をする工程は膨大

を生み出していると自負しています。

なものです。

独立系ソフトウェア開発会社のいいと

郡山：以前は、機器を作っているメー

ころは、頼まれたものではなく、自分

カーが集まって共通の接続基準を作っ

たちの意思で開発を進められるという

てほしいと思っていた頃もありました

ところにあると思うんです。

けどね。

吉本：そうですね。われわれのエンジ

吉本：携帯電話のメーカーにおいても、

ニアの中には、製造だけでなくアーキ

前に述べたインターフェース調整、動

テクチャ設計などソフトウェアの骨組

作確認の時間とコストをどう削減する

を考えるのが得意な人もいます。でき

かは大きな課題でした。手前味噌です

るだけ人材の長所と多くの人の熱意を

が、ハードウェアが変わってもソフトウ

それぞれのプロジェクトを通じて活か

ェアを引き継げるMOAP®の開発によっ

して行ければと思っています。

て、携帯電話メーカーは効率的にソフ

ソフトウェアの価値が正当に
評価されない現状を変えたい

郡山 龍氏
吉本 晃氏
対談

トウェアを開発できるようになったは
ずです。
携帯電話のソフトウェア開発で

郡山：携帯電話全体のソフトウェア開発

一番コストがかかっているのは

費を100とした場合、各機能の中核を成

ソフトウェア自体の開発ではない

すソフトウェアにかかるコストは 10 ぐ
らいで、残りの多くがインターフェー

4
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インタビューア：
「ミドルウェア・フレー

ス調整、動作確認に費やされています。

ムワーク」開発のきっかけについてお

新しい機能やサービスを実現するため

聞かせください。

のソフトウェア開発そのものにコスト

郡山：携帯電話の様々な機能を実現さ

をかけ、より良い新製品開発のために、

我々ソフトウェア会社が主導してでも

吉本：そうです。
「ここを作ったんだぞ」

「ミドルウェア・フレームワーク」を作ら

と口にする場合にしても、ハードウェ

なければならないと思いました。

アなら指し示すこともできますが、ソ
フトウェアの場合、それがしにくいで
すから。機能を実現しているのはソフ

ソフトウェアによって

トウェアだということをもっと認識し

製品の価値が左右されることに、

てほしいですね。

人々が気づく時代が来る

郡山：例えば携帯音楽プレーヤーやデ
ジタルカメラなども、ハードウェア的

インタビューア：いかに多くのソフト

な基本構造は携帯電話とほとんど同

ウェアが携帯電話に搭載されているの

じです。 CPU とメモリがあって、スイ

かが「ミドルウェア・フレームワーク」

ッチがあって、音声や画像の入出力装

の必要性から感じられますね。

置があって。ハードウェアが持つ機能

郡山：そうですね。でも、それにしては

を実現するのは、ソフトウェアですか

ソフトウェアに対する評価が低すぎると

ら、同じハードウェアに別のソフトウ

いうのが正直な感想です。例えば、携帯

ェアを付けることで、まったく違った

電話をボタンの押しやすさや画面の見

も の に す る こ と も 可 能 な わ け で す。

やすさなど、物理的な機能を比較して

携帯電話に音楽プレーヤーやデジタ

選ぶ人はいますが、機能の設定しやす

ルカメラの機能を

さや状態遷移のしっくり感、つまりソフ

搭載できるのもソ

トウェアで選ぶ人はまだ少ないです。

フトウェアがあるか

インタビューア：デザインや形状は好

らです。まあレンズ

みで選びますが、ソフトウェアについ

は別ですけどね。

てはそこまで考えていないかもしれま

吉本：極論になりま

せんね。

すが、ハードウェアだけでは何も機能

郡山：同じような機能ならば、その機

しないのは事実です。ソフトウェアが

能がどれぐらい使いやすいかが判断材

あって初めて、さまざまな機能が動作

料になるはずです。現状では機能の有

します。だからこそソフトウェアは大

無、ゼロかイチかだけの選択肢になっ

切だし、その価値を認めてもらいたい

ていることが多いのが気になります。

という思いが強いです。

殆どの製品に同じ様な機能が搭載され

郡山：目に見えないソフトウェアには、

るようになると、その使い勝手の違い

絶対にハードウェアという 器 が必要

が認識されてきて、それで機種を選ぶ

です。いつかソフトウェアの価値に気

ようになるはずです。携帯電話の使い

づいてもらえる時が訪れるでしょうけ

勝手を左右するのはソフトウェアなの

ど、今は 器 ばかりが注目されている

ですから、もっとソフトウェアの重要

から、ちょっとうらやましく思うことも

性が理解され、注目される時代が来る

ありますね。

と思っています。

吉本：それでもソフトウェア開発にず

インタビューア：確かにソフトウェアは

っと携わってきた人間として、今後も

目に見えないだけに、その価値はわか

ソフトウェアにこだわっていたいとい

りにくいですね。

う思いは強くありますね。

技術を大切にしていくことで、
次のコア技術が生まれてほしい
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郡山：当社のビジネスは、ソフトウェア

製造業がソフトウェア産業だと思って

という手にとってさわることが出来な

います。頭の中で考えたものが工業製

い工業製品を生み出す仕事です。です

品になること自体、すごい仕事だと思

から業種でいうと製造業にあたります。

っています。

しかも原材料は人間の知恵だけ。原材
代表取締役会長
R&D本部本部長

郡山 龍

料のない工業製品を生み出せる唯一の

Ryu Koriyama

1987年に株式会社アプリックスの代
表取締役社長に就任し、2003年には
東証マザーズに上場を果たす。現在、
代表取締役会長兼R&D本部長。

エンジニアひとりひとりの発想と技術をあわせて
何かを生み出すのがソフトウェア開発の魅力
いろいろな考え方や提案があり

を提案したいですね。

アイデアと発想が広がることで

インタビューア：さきほどの、自発的かつ

新たなソフトウェアが生まれる

世の中に必要な技術開発に期待する、
ということですね。

郡山 龍氏
吉本 晃氏
対談

R&D本部本部長代理

吉本 晃

Akira Yoshimoto

28年間モバイル端末のソフトウェア
開発などに携わった後、2005年にア
プリックス入社。執行役員常務・R&D
本部長代理として、フレームワーク開
発を統括。

6

Aplix ANNUAL REPORT 2006

インタビューア：ソフトウェアの重要性

郡山：今でも、私が思いつかないよう

が理解されるまでには、どれくらいの

な方法や技術が社内で浮かんでくると

時間が必要でしょうか。

う れ し い で す 。 10 月 に 発 表 し た

郡山：そうですね、10 年くらいの間に

「 USVM 」も、開発スタッフに対して自

は、ソフトウェアの重要性が一般消費

分のアイデアを提示したところ、エン

者にも伝わるようになるのではないか

ジニアからもっと良いアイデアが提案

と思っています。そうなれば、組み込

されました。エンジニアがお互いに刺

みソフトウェアの価値も認められるよ

激し合うことで発想が広がって、製品

うになり、組み込みソフトウェアとい

化につながった一例です。

う産業も市民権を得られるようになる

吉本：今後も、自由な社風だからこそ

のではないでしょうか。

生まれるひとりひとりの発想と新しい

吉本：私も同感です。

技術を大切にしていきたいですね。個

郡山：アプリックスの開発陣は、技術と

人の持つ資質をうまく開発に生かせる

知恵で優れた製品を当たり前に作り続

よう、管理者としても努力していかな

けています。

くてはなりません。

吉本：携帯電話のメーカーは欧米では1

郡山：ひとりひとりの力によって開発部

社か2社の市場なのに、日本では11社が

門とソフトウェアの可能性がもっと広

存在しています。ますます競争が加速

がっていくことを、開発マネージャー

し、競争力を高めるための差別化が要

として楽しみにしています。

求されるでしょう。そのために技術を

インタビューア：ありがとうございま

大切にした事業を展開し、業界の要求

した。

に対応する、次のコア技術となる技術

市場を見極め、競争優位性を勝ち取る技術を提供する事業展開
アプリックスでは、主力製品であるJavaプラットフォーム「JBlend」の販売拡大を図るとともに、
複雑化が進む機器開発に対応するために、Java以外の技術領域へ事業を拡大していきます。

アプリックスの主力製品「 JBlend 」は、

社、韓国・LG Electronics社など、アジア

480機種以上もの携帯電話に搭載され、

マーケットでの着実な「 JBlend」の採用

世界的に普及しているJavaプラットフォー

拡大が大きな要因として挙げられます。

ムです。多様なハードウェアと OS、さら

国内での業績に関しても、 NTT ドコ

に各種 Java 仕様、通信事業社の各社の

モやソフトバンクモバイルの携帯電話

独自仕様をサポートしています。 1997

に引き続き搭載されているほか、KDDI

年の発表以来、携帯電話を中心にデジ

の「オープンアプリプレイヤー」に採用

タルテレビ、ビデオカメラ、プリンタな

されるなど、次世代を含めた携帯電話

ど世界中の家電製品に搭載され、実製

マーケットにおける定番ソフトウェア

品搭載の Java 実行環境としては世界的

として「JBlend」が着実に浸透しつつあ

な標準となりつつあります。

ります。

2006年は前年同様に海外向けの出荷が

製品紹介

現在アプリックスが提供する
「JBlend」

好調で出荷台数は単年で1億3,420万台、

には、携帯電話向けに使用されている

総出荷台数はついに3億台を超えました。

「 JBlend［ micro］」をはじめ、デジタル

米国・Motorola 社や韓国・Samsung

テ レ ビ や プ リ ン タ 向 け の「 J B l e n d

Electronics社からの「JBlend」搭載製品の

［ e m b e d d e d ］」、小 型 機 器 向 け の

好調な出荷に加え、中国・Lenovo Mobile

「JBlend ［nano］」などがあります。

JBlend出荷台数の推移
（万台）
30,000

Impress Keitai (Mobile Phone) of the Year

1997年に発表された「JBlend」
は携帯電話の爆発的な普及と

2001
Winner
SHARP
J-SH07

2005
Winner
SHARP
W-ZERO3

2003
The Second Place
SHARP
V601SH

2002
Winner
SHARP
J-SH52

2006
Winner
SHARP
905SH

ともに出荷台数を飛躍的に伸
25,000

ばし 続 け 、2 0 0 5 年 3 月 に は
「 JBlend 」搭載製品の累計出荷

2001
The Third Place
TOSHIBA
C5001T

2003
The Third Place
SHARP
J-SH53

GSM Association Awards
2006 - Best 3GSM
Handset or Device (Winner)
Motorola RAZR V3x

30,300万台突破（2006.12）
26,700万台突破（2006.9）
23,400万台突破（2006.6）

台数が 1 億台を突破、2006 年
20,000

12月には3億台を突破しました。
国内JBlend搭載
携帯電話登場
（2001.3）

15,000

Sony
SO503i

海外メーカー
JBlend搭載
携帯電話登場
（2003.10）

海外JBlend搭載
携帯電話登場
（2002.8）

JBlend搭載

10,000

20,000万台突破（2006.3）

2006 International CES Innovations
Design and Engineering Awards
(Honorees)
Motorola ROKR
GSM Association Awards
2005 - Best Mobile Handset
(Highly Commended)

Motorola
V525

17,000万台突破（2005.12）
15,000万台突破（2005.9）

2005 International CES Innovations
Design and Engineering Awards(Best of Innovations)
Motorola
Razr V3

11,200万台突破（2005.3）

Motorola
V300

9,200万台突破（2004.12）

家電登場
（1999.11）

1999

2000

6,700万台突破（2004.9）
5,500万台突破（2004.6）
4,500万台突破（2004.3）
3,000万台突破（2003.9）
2,000万台突破（2003.3）
1,000万台突破（2002.7）

Pioneer Digital STB
for CATV BD-V500

SANYO
VIZON
C-36DZ2

SONY
MD DISCAM

0

SANYO
SCP-4900

SANYO
Digital Photo Album

5,000

13,000万台突破（2005.6）

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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AMF

Aplix Middleware Framework

アプリックスの中長期的な事業戦略に

クの低減、そして製品開発期間の短縮

おいては、
「 Java テクノロジ」の枠にと

などの課題を解決する組み込みソフト

らわれない事業の拡大がもうひとつの

ウェア技術として、アプリックスは、

大きな軸となっています。 Javaプラッ
トフォーム「JBlend」の提供によって築

「ミドルウェア・フレームワーク」の開
発を着々と進めています。

いてきた既存顧客との信頼関係をさら

「ミドルウェア・フレームワーク」は、

に 強 化 し 、ア プ リッ ク ス が 保 有 す る

OSに依存しないミドルウェアの共通化

Java以外の技術を顧客企業のビジネス

を実現するフレームワークです。携帯

に役立てるために、そのニーズを的確

電話に混在している、多くの機能を実

に捉えながら新たな技術を提供してい

現するさまざまなソフトウェアを整理

きます。

する、共通プラットフォームを提供し

他の家電機器に比べて買い替えのサ

ます。ソフトウェアを部品と見立て、必

イクルが短く、次々に新しい技術やサ

要な機能を実現する部品を簡単に交換

ービスが投入される携帯電話は、その

することができます。サード・パーティ

多様な機能を実現するためのソフトウ

製のソフトウェアの組み込みも簡単に

ェアについても開発規模とコストの増

行うことができます。従来、携帯電話

加が避けられません。一方で顧客ニー

メーカーがもっとも多くのコストと時

ズの多様化によって少量多品種化も加

間を費やし、悩まされていた工程にお

速しており、携帯電話メーカーは、熾

いて、
「ミドルウェア・フレームワーク」

烈な市場における競争力を高めるため

を採用することで、開発効率を向上さ

に、開発のさらなる効率化を余儀なく

せ、新しい機能をいち早く実現し、競

されています。このような状況におい

争力の高い製品の開発を行うことが可

て、開発コストならびに障害発生リス

能になります。

製品紹介

ミドルウェア・フレームワークの実現

機能を実現するソフトウェア
アプリケーション

通話はもちろん、メール、インターネット、
ゲームなど、多くの機能を実現するために、
携帯電話には膨大なミドルウェアが搭載され
ています。しかし、それぞれのミドルウェア
が独自に開発されるため、ソフトウェア間の
互換性が低いのが現状です。より効率的な開
発のためには、各モデル間におけるソフトウ
ェア部品やミドルウェアの再利用が携帯電話
メーカーならびにソフトウェア・メーカーの
大きな課題となっています。
その課題を解決するのが、アプリックスの
「ミドルウェア・フレームワーク」です。
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携帯電話の様々な機能を実現するため
に必要な多数のソフトウェアは、
機器メー
カーが自社で開発する以外に外部のソフ
トウェア・メーカーからも調達されています。
これらがきちんと連携して動作する
ように調整しながら機器に組み込むた
めに膨大な手間がかかっています。

組み込みソフトウェア業界の先駆者

プラットフォームを使用した、携帯電

として、アプリックスは「ミドルウェ

話向け基盤ソフトウェア、
「MOAP®（L）」

ア・フレームワーク」の開発と製品化を

のサブライセンスを2006年11月に取得

進めることで業務の拡大を図り、顧客

しました。ミドルウェアならびにアプ

に貢献していきます。

リケーションを開発している各社とと

携帯電話市場における「ミドルウェ

もに、通信事業社の仕様に適合したト

ア・フレームワーク」の実現に向けて、

ータル・ソリューションを提供してま

アプリックスでは、携帯電話メーカー

いります。さらに2006年12月には、モ

や通信事業社、チップ・メーカー、ミド

バイル分野におけるLinux OS向けソフ

ルウェア・メーカーなど、協力関係を

トウェア開発において業界をリードす

構築・推進し、既に 90 社以上もの企業

る、米国・MontaVista と、戦略的協業

との協業を進めています。また、本格

を開始しました。同社がサポートする

的な開発開始に伴い、 2006 年 4 月に

各社のチップセット上で、アプリックス

「プラットフォーム開発センター」を開

の提供する「ミドルウェア・フレームワ
ーク」ならびに「MOAP®（L）」を用いた

設しました。
現在、Linux OSとBREW OSとに対応

ソリューションが連携し、開発の効率

したソリューションの開発を進めてお

化とコストの削減、そして機能の多様

り、 BREW OS 向けに、 2006 年 5 月、

化を実現します。さらに、MontaVista

QUALCOMM チップセット向けのビル

は、アプリックスの「ミドルウェア・フ

ド・ツー・オーダー（BTO）ソリューショ

レームワーク」に最適化された開発ツ

ンの提供を開始しました。

ール、テスト・ツール、サポートを提供

Linux OS対応のために、NTTドコモ

します。

が中心になって開発を進めているLinux

User Interface

OS
障害発生の原因にもなる多様なソフトウェ
アの混在状態を改善するために、
ソフト
ウェアを機能ごとにモジュールとして切
り離して整理することが、
ミドルウェア・
フレームワーク実現の第一歩です。

さらに、APIと呼ばれる他のソフトウェア
やOS、ハードウェアと連携するインター
フェース部分を整理して共通化するこ
とで、
ブロック玩具のように容易に組み
合わせができる部品として準備します。

同じAPI仕様で作成されたフレームに、
必要な機能を実現するためのソフトウェ
ア部品を機器にはめ込むだけで、
プラッ
トフォームを構成することができ、ミド
ルウェア・フレームワークが完成します。

新しく開発されたソフトウェア

APIを共通化した他の製品
他の製品用の既存ソフトウェアや、新し
く開発されたソフトウェア部品も、APIの
整理と共通化によって、一緒に利用する
ことができるようになります。
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USVM

User Space Virtual Machine

2006年10月に発表した新製品「USVM

USVMはさまざまな OS・CPUアーキ

（ユーザー空間仮想化技術）」は、ネイテ

テクチャに対応するため、現在提供さ

ィブ・アプリケーションの実行時に仮

れているほとんどの情報家電プラット

想的な実行空間を生成し、その仮想空

フォームに搭載可能で、次世代の情報

間上でアプリケーションを安全に実行

家電プラットフォームに対しても高い

させるための技術です。仮想空間上で

安全性を提供します。

アプリケーションを動作させることで、

製品紹介

携帯電話においては、通信事業社が

システム・リソースへの不正なアクセ

主導でアプリケーションの配信・運営を

スを防ぐことができます。アプリケー

行うため、各アプリケーションに対する

ションの実行環境をシステムから切り

システム・アクセス権限やルールに共通

離すことでアプリケーションの不用意

性が必要となります。そのため、USVM

な動作によってシステムが影響を受け

のようなテクノロジがセキュリティ・コ

ることが回避され、結果としてシステ

ンポーネントとして有効に活用できま

ムの安全性を高めます。既存のセキュ

す。アプリックスは、プラットフォーム

リティ機能は、各プラットフォーム毎に

に依存しないセキュリティ・コンポーネ

提供されているのに対して、USVMは、

ントとして、ユーザー空間仮想化技術の

・OSに依存しない

リファレンス実装を提供していきます。

USVMは2007年の前半にはベータ版

・既存のアプリケーションに影響を与えない
・柔軟なセキュリティ設定が可能

の出荷、2007年内には製品化を予定し

・セキュリティのメンテナンスが容易

ています。アプリックスが提供するプ

・アプリケーション・レベルでの導入が可能

ラットフォーム・ソリューションの一部

・容量が小さい

として取り込み、情報家電の分野に対

などの特長を備えています。

して幅広く技術ライセンスを供給して
いきます。

アーキテクチャ
ユーザースペース

Native Application

State
Machine

Native Application

User Space
Virtual Machine

Native Application

Compiled
Code

カーネルスペース

OS（Linux, Symbian, Windows Mobile...）
CPU
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Security
Manager

デジタル家電
ネットワークとの安全な連携や、多機

ソフトウェア技術がますます重要にな

能化に対応するユーザー・インターフ

ってくると考えられています。アプリ

ェースの構築など、次世代デジタル家

ックスは各技術の事業性と市場の動向

電では、現在の携帯電話に搭載されて

を見極めながら、各種製品の開発・提

いる様々な技術が必要となることが予

供を行っていきます。

想されます。実際に「JBlend」は携帯電
話以外にもデジタルテレビやカー・ナ
ビゲーション・システムに、データ放送
対応のプラットフォームとして搭載さ
れています。
また、次世代光ディスク規格「 Blu-

ray Disc」にJavaが標準採用されるなど、
今後デジタル家電の市場でも、様々な

Mobile PictDirect

「 MoPiD」は、カメラ付き携帯電話で撮
影した画像などを、パソコンを介さず

となく加工でき、加工した画像をその
まま印刷することも可能です。

に直接プリンタで印刷するための携帯

アプリックスは携帯電話からの直接

電話専用ミドルウェアです。携帯電話

出力を多様な業界に向けてサポートし、

から画像を直接プリントするための規

新しい携帯文化の創出を図っています。

格として CIPA（有限責任中間法人カメ
ラ 映 像 機 器 工 業 会 ）が 策 定 し た
「 PictBridge 」に準拠しており、携帯電
話本体に「MoPiD」を搭載することによ

MoPiDイメージ

プリンタ

携帯電話画像データ

って、携帯電話からの操作で画像をプ
リンタから直接出力することができま
す。
「PictBridge」に対応しているプリン
タであれば、メーカーや機種を問わず
利用できます。また「 MoPiD 」は Java

プリンタから直接出力

APIもサポートしており、画像処理やシ
ール作成するソフトウェアを Javaアプ
リケーションとしてダウンロードする

アプリックスは、カメラ付き携帯電話から家庭用プリンタに出力するホームプリントの標準化と普及のために
設立されたコンソーシアムであるMIPC（Mobile Imaging and Printing Consortium）の正式メンバーです。

MIPCの詳細は、http://www.mobileprinting.org/を参照してください。

ことで、画像もパソコンを操作するこ
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顧客企業にとって魅力あふれる技術を提供し、
顧客企業とともに成長していく事業展開
アプリックスは、顧客企業にとって売れる製品を実現するために必要不可欠な、魅力的な技術を開発する研究開発型
企業を目指しています。そのため、事業のコアとなるのは技術開発であり、技術を応用した製品の開発および販売、製
品を搭載する機器の企画立案および設計を支援する顧客コンサルティングにより、収益を確保しています。海外市場に
おいてJava搭載携帯電話向けサービスの拡大は著しく、2006年におけるJava対応携帯電話の年間販売数は5億台か
ら6億台に達したものと推測されています。こうした市場環境のもと、当社の主力製品である
「JBlend」
の販売も順調で、
搭載製品の累計出荷台数は2006年12月末時点で3億台を突破しました。携帯電話市場への新たな製品となる「ミド
ルウェア・フレームワーク」の開発も進められており、今後とも携帯電話分野、さらにはデジタル家電分野におけるソ
フトウェア開発に向けて、技術力の向上と技術力をサポートする体制の整備とに注力してまいります。

2006年の業績について

財務セクション

当 連 結 会 計 年 度 の 業 績 に つ い て は 、売 上 高 は

買収時における同社の純資産時価と買収価額との

6,587,605千円（前連結会計年度比31.0％増）、のれ

差額を連結調整勘定として計上し、償却期間を2年

ん償却額により、営業損失は1,450,571千円（前連

として均等償却し、費用化してまいりましたが、当

結会計年度営業損失 3,001,605 千円）となりまし

連結会計年度をもって償却が終了いたしました。

た 。償却前営業利益（ EBITDA ）につきましては

また、経常損失は1,268,290千円（前連結会計年

1,077,261千円（前連結会計年度比13.3％減）と黒

度経常損失2,960,640千円）、当期純損失は法人税

字を確保いたしました。

等の発生により1,608,665千円（前連結会計年度純

なお、のれん償却額については、平成16年8月の

損失3,313,897千円）となりました。

iaSolutionの子会社化にあたり、連結会計制度上は

2006年の事業概況について
当 連 結 会 計 年 度 に お い て も 、当 社 の 主 力 製 品

対応端末「FOMA® N902iX HIGH-SPEED」
、ソニー・

「JBlend」は国内外の機器メーカーや通信事業社の

エリクソン初の海外iモード®対応端末への搭載な

機器に多数搭載されました。
海外市場においては、昨年に引き続き、米国

また、NTT ドコモと次世代 FOMA 向け統一 Java

Motorolaからの出荷や韓国Samsung Electoronics

プラットフォームの共同試作開発を進め、携帯電

な ど か ら の 出 荷 が 好 調 な こ と に 加 え 、中 国・

話向けの「ミドルウェア・フレームワーク」の実現

Lenovo Mobileへの採用、韓国・LG Electronicsとの

に向けて開発センターを設置・始動させるなど、

契約締結など新規顧客開拓による出荷と売上の増

研究開発を着実に推進しております。

加も見られました。また、海外メーカーの日本国

携帯電話以外の分野においては、デジタルテレビ

内向け輸入機種や国内メーカーの輸出用機種の売

や CATV 用セットトップ・ボックス等をはじめとして、

上も堅調に推移しました。
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「JBlend」の提供は引き続き堅調な推移を見せてお

国内市場においては、Java対応携帯電話の年間

り、2006年9月には三洋電機と日産自動車が共同開

出荷台数は前年度と比べほぼ横ばい状態で推移し

発した世界初の地上デジタルテレビ・チューナー内

たものと当社では推測しています。 その一方で、

蔵カー・ナビゲーション「HS706D-A」に「JBlend」が

KDDIによる「オープンアプリプレイヤー」としての

搭載されるなど、アプリックスは次世代デジタル家

「JBlend」採用決定や、NTTドコモの国内初HSDPA
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ど、顧客層も拡大しました。

電の規格に応じた製品の開発も推進しています。

セグメント別業績
品目別販売実績
第 21期

第 22期

FY2005

FY2006

金額（千円）

携帯電話関連

金額（千円）

割合（%）

製品売上

3,672,040

73.0

5,103,017

77.5

技術支援売上

1,178,335

23.5

1,334,316

20.3

219

0.0

55,585

0.8

4,850,594

96.5

6,492,919

98.6

126,776

2.5

81,435

1.2

1,700

0.0

12,500

0.2

その他
小計
製品売上
携帯電話以外

割合（%）

技術支援売上
その他

49,256

1.0

750

0.0

小計

177,733

3.5

94,685

1.4

合計

5,028,328

100.0

6,587,605

100.0

ライセンス収入およびロイヤリティ収入からなります。技術支援売上は、製品計画や仕様策定等を支援するコンサルティング
（注）1 製品売上は、
収入および製品開発を支援するサポート収入等からなります。その他売上には、iaSolution Inc.が販売するゲームなどのコンテンツ売上
が含まれております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ロイヤリティ売上高
第 21期

第 22期

FY2005

FY2006

金額（千円）

構成比（%）

金額（千円）

構成比（%）

後払いロイヤリティ

1,476,472

42.1

1,802,660

35.7

前払いロイヤリティ

2,030,435

57.9

3,246,490

64.3

ロイヤリティ合計

3,506,907

100.0

5,049,150

100.0

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

地域別売上高
第 21期

第 22期

FY2005

FY2006

売上高（千円）

比率（%）

売上高（千円）

比率（%）

日 本

2,639,681

52.5

3,007,715

45.7

北

米

1,373,391

27.3

2,554,005

38.8

欧

州

337,665

6.7

35,313

0.5

アジア

677,591

13.5

990,571

15.0

5,028,328

100.0

6,587,605

100.0

合

計
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連結貸借対照表（要旨）
第20期

第21期

第22期

FY2004
as of Dec.31, 2004

FY2005
as of Dec.31, 2005

FY2006
as of Dec.31, 2006

6,249,794
7,058,282
156,575
6,635,148
266,559
13,308,077

19,967,565
3,891,887
140,015
3,305,687
446,184
23,859,453

11,693,432
12,034,118
166,174
5,745,855
6,122,088
23,727,550

954,281
39,043
993,325

1,748,625
2,755
1,751,380

2,539,230
222,003
2,761,233

6,713,100
7,628,738
△2,017,830
166
△9,421
—
12,314,751
13,308,077

13,232,127
14,147,764
△5,331,728
3,791
64,095
△7,977
22,108,072
23,859,453

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

13,251,786
14,167,423
△6,940,393
△8,621
20,470,194

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

388,972
105,090
494,062
2,060
20,966,317
23,727,550

単位：千円

資産の部
流動資産
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
資産合計
負債の部
流動負債
固定負債
負債合計
資本の部
資本金
資本剰余金
利益剰余金
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
自己株式
資本合計
負債及び資本合計
純資産の部
株主資本
資本金
連結財務諸表

資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
評価・換算差額等合計
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計

連結株主資本等変動計算書

FY2006

株主資本
資本金

資本剰余金

13,232,127

14,147,764

19,659

19,658

利益剰余金

自己株式

単位：千円

2005年12月31日 残高

△5,331,728

△7,977

連結会計年度中の変動額
新株の発行
当期純損失

△1,608,665

自己株式の取得

△644

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）
連結会計年度中の変動額合計

2006年12月31日 残高
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19,659
13,251,786

19,658
14,167,423

△1,608,665

△644

△6,940,393

△8,621

連結損益計算書（要旨）
第20期

第21期

FY2004

FY2005

FY2006

3,678,665
1,749,047
1,929,618
3,279,505
1,349,886
841
62,732
1,411,778
140
8,227
1,419,865
12,381
163,594
1,402
1,594,439

5,028,328
2,295,821
2,732,506
5,734,112
3,001,605
126,573
85,608
2,960,640
32,117
32,532
2,961,056
346,831
6,010
—
3,313,897

6,587,605
3,456,163
3,131,441
4,582,012
1,450,571
199,149
16,868
1,268,290
105
81,462
1,349,647
282,512
△23,494
—
1,608,665

第20期

第21期

第22期

FY2004

FY2005

単位：千円

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業損失
営業外収益
営業外費用
経常損失
特別利益
特別損失
税金等調整前当期純損失
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主損失
当期純損失

第22期

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）
単位：千円

263,190
△8,425,860
6,723,708
2,374
△1,436,587
5,862,004
4,425,416

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

FY2006

1,002,725
△1,076,040
12,803,813
△47,637
12,682,860
4,425,416
17,108,276

633,956
△9,920,894
△333,981
73,948
△9,546,971
17,108,276
7,561,305

評価・換算差額等
株主資本合計

22,040,185

その他有価証券
評価差額金

3,791

為替換算
調整勘定

64,095

評価・換算
差額等合計

67,886

新株予約権

—

39,318
△1,608,665
△644

△1,569,991
20,470,194

純資産合計

22,108,072
39,318
△1,608,665
△644

385,180
385,180
388,972

40,994
40,994
105,090

426,175
426,175
494,062

2,060
2,060
2,060

428,236
1,141,755
△
20,966,317
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会社概要（2006年12月31日現在）

株式状況（2006年12月31日現在）

社名

発行済株式総数

株式会社アプリックス（Aplix Corporation）

100,974.2株

設立年月日

株主数

1986年2月22日

6,451名

資本金

大株主

13,251,786千円

株主名

代表者※

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

15,000

14.85

郡山

10,800

10.69

6,494

6.43

5,097

5.04

3,000

2.97

代表取締役会長

郡山

龍

代表取締役社長

関野

正明

持株数（株） 保有割合（%）

龍

日本マスタートラスト

本社所在地

信託銀行株式会社（信託口）

〒169-0051

日本トラスティ・サービス

東京都新宿区西早稲田二丁目18番18号

信託銀行株式会社（信託口）

従業員数

株式会社ドコモ・ドットコム

196名（350名／連結）
株式の所有者別状況

事業内容
組み込み向けソフトウェアの研究開発および販売

金融機関

パソコン向けソフトウェアの研究開発および販売

企業情報

個人・その他

19.05%

証券会社

1.31%

35.07%

子会社

その他法人

Aplix Corporation of America

20.65%
外国法人等

Aplix Europe GmbH

23.92%

iaSolution Inc.（http://www.iasolution.net/）
役員※
代表取締役会長

郡山

龍

代表取締役社長

関野

正明

取締役

山科

拓

取締役

谷

直樹

取締役

渡

信之

取締役

太田

洋

取締役

内村

浩幸

常勤監査役

石井

英雄

常勤監査役

今澤

正元

監査役

森谷

享右

IR情報は、当社ホームページでもご覧いただけます。

※2007年3月29日現在のものです。

WEB
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http://www.aplix.co. jp/

API（Application Program Interface）

PictBridge

あるプラットフォーム（ OSやミドルウェア）向けのソフトウェアを

デジタルカメラとプリンタとを直接接続して印刷するための通信

開発する際に使用できる命令や関数の集合のこと。また、それらを

規格。デジタルカメラとプリンタとの双方がPictBridgeに対応して

利用するためのプログラム上の手続きを定めた規約の集合。個々

いれば、PCやメモリーカードを介在させることなく、デジタルカメ

のソフトウェア開発者がソフトウェアの持つすべての機能をプログ

ラ等で撮影したデジタル画像をプリンタで直接印刷することがで

ラミングするのは困難で無駄が多いため、多くのソフトウェアが共

きる。

通して利用する機能は、OSやミドルウェアなどの形でまとめて提
供されている。個々の開発者は規約に従ってその機能を「呼び出す」

Symbian OS

だけで、自分でプログラミングすることなくその機能を利用したソ

英国Symbianが開発し、機器メーカーにライセンス提供している携

フトウェアを作成することができる。

帯電話やPDA向けの汎用OS。Nokia、Motorola、Samsungなど、
多くのメーカーの高機能携帯電話を中心に採用されている。

BREW（Binary

Runtime Environment for

Wireless）

2001年1月に米国QUALCOMMが発表した、同社製ベースバンド・
プロセッサ用のソフトウェア実行環境。同社のベースバンド・プロ
セッサに同梱されたソフトウェアの機能をソフトウェア実行環境と
して再定義したものである。必ずしもアプリケーションの配信や流

アーキテクチャ（Architecture）
元来は建築学や構成様式を表す言葉だが、コンピュータ用語ではハ
ードウェア、OS、ネットワーク、ソフトウェアなどの構成、基本設
計や設計思想などを指す。

通が前提ではない。

組み込みシステム

ISO9001
ISO（ 国 際 標 準 化 機 構 ： International Organization for
Standardization）によって1987年に策定された品質管理および品
質保証のための国際標準モデル。

身の回りにある携帯電話や家電機器などの機器に内蔵され（組み込
まれ）
、その機器の動作を制御するコンピュータ・システム。組み込
みシステムに使用されるソフトウェアを組み込み用ソフトウェア、組
み込みシステムを内蔵した機器を組み込み機器と呼称する場合があ
る。携帯電話や家電機器といった機器の高機能化・多機能化を実現
するには、組み込みシステムで高度な情報処理を行う必要がある。

Java
1995年に米国Sun Microsystemsから発表されたオブジェクト指向
のプログラミング言語。理解しやすい構造的なプログラミングが
可能なオブジェクト指向により設計されていること、高度なネット
ワーク機能やGUI機能を簡単に実現可能なこと、セキュリティに優
れていること、さらにJava実行環境を備えたコンピュータであれば

組み込み向けJavaプラットフォーム
組み込みシステムに搭載され、携帯電話や家電機器などの機器上で

Javaアプリケーションを実行する土台となるソフトウェア。当社の
製品であるJBlendは、組み込み向けJavaプラットフォームである。

コンピュータの種類を問わずに同一ソフトウェアを実行可能なこと
などの利点を備えている。Javaの発表から10年が経過しようとし
ているが、現在ではゲームからWebアプリケーション、企業向けシ

用語集

ステムなどの幅広い分野で Javaが利用されている。標準的な仕様
のJava

SE（Java Platform, Standard Edition）に加えて、サーバー
のような大型システムを対象にした Java EE（ Java Platform,
Enterprise Edition）、携帯電話や家電機器などの組み込みシステム
を対象にしたJava ME（Java Platform, Micro Edition）等、各用途

ネイティブ・アプリケーション

C 言語などで記述された、ハードウェアに依存したソフトウェア。
機器に特化して作成されるため、機器の性能を活かした開発が可能
だが、セキュリティや他の機器との互換性などの面でデメリットも
ある。

ミドルウェア

に合わせた仕様が定義されている。

OS上で動作し、OSとアプリケーション・ソフトウェアの中間的な
位置づけで、OSよりも高度で具体的な機能を提供するソフトウェ

Javaアプリケーション

ア。どんなアプリケーション・ソフトウェアでも必要とされるよう

Java言語を用いて開発されたアプリケーション・ソフトウェアのこと。

な極めて基本的な機能は、ミドルウェアの形で提供されることが多
い。また、ミドルウェアはOSやハードウェアによる違いを吸収し、
様々なプラットフォームで動作するアプリケーション・ソフトウェ

Java実行環境

アの開発を容易にする。

主として、コンピュータ上で実行することによりJVMを構成するた
めのソフトウェアと、JavaアプリケーションがJVMを介してハード
ウェアにアクセスするためのソフトウェア、Javaアプリケーション
の管理を行うアプリケーション管理ソフトウェアとで構成され、

Java言語で作成されたソフトウェアの実行を可能とするソフトウェア
環境。

ユーザー・インターフェース（user

interface）

機器がユーザーに対して示す情報の表示方式、および、機器がユー
ザーに入力を求める場合のデータ入力方式を含み、広く機器とユー
ザーの間で行われる情報交換の形態を指す。特に、グラフィック表
示やマウス操作などを多用したものをグラフィカル・ユーザー・イ
ンターフェース（GUI）という。

Javaプラットフォーム
Javaアプリケーションを実行するための土台となるソフトウェア。

リファレンス実装（Reference

Implementation）

「参照実装」
「RI」と呼ばれることもある。ソースコード・レベルで参

MOAP（Mobile Oriented Applications Platform）

照できる実装例。JBlendでも、機器メーカーが製品にJBlendを搭

高機能化が進む携帯電話のソフトウェア開発効率を向上させるため

載する際に利用するためのリファレンス実装ソースコードが提供さ

に、NTTドコモが中心となって開発した、同社の第3世代携帯電話、

れている。

FOMA向開発プラットフォームの名称。OS、ミドルウェアと共通ア
プリケーションで構成されていて、 Linux 向けの MOAP®（ L ）と
Symbian OS向けのMOAP®（S）がある。

OS（Operating System）
オペレーティング・システムの略語で、コンピュータ・システムの
各リソースを管理し、アプリケーションを利用できるようにする基
本ソフトウェア。
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※JBlendおよびこれに関連する商標およびロゴは、日本およびその他の国における
株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
※JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.
の商標または登録商標です。
※MOAPおよび iモードは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他の社名、製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
※その他の登録商標および商標の所有権は、それぞれの所有者に帰属します。

169-0051 東京都新宿区西早稲田二丁目18番18号
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