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ホワイトペーパー nexacro platform

最新の環境を使えるように
していかなければ 
IT の進化を享受できない

　なぜ、企業において古いシステムが使

い続けられているのだろうか。日本ネク

サウェブの COO である永井一美氏によれ

ば、以下のような背景があるという。

「古い環境を使い続けざるを得ない理由

は、その環境でしか動かない業務アプリ

ケーションが存在するからです。根本の

原因はアプリケーションにあります。し

かし、その状況を『仕方ない』といって

使い続けている情報システム側、そして、

制限のある環境でしか動かないツールや

パッケージ、プラットフォームを提供し

ているベンダーにも問題があります」

　最新の環境とのギャップについては、

「IT はスピードを持っており、常に進化

しています。レガシー、つまり古い環境

を利用し続ければ IT の進化に追従でき

ず、IT の進化を享受できません」と嘆く。

　さらに永井氏は、異なった視点から古

いシステムを使い続けることのリスクを

指摘する。

「企業の情報システムは 1 年ごとに新しい

ものを提供するわけではなく、5 年～ 10

ワンソースマルチUI開発で
古いWin＋IE一掃を後押し
nexacro platform

世界的な業務システムの主流は、今やすっかり Web アプリケーションとなっている。一方で、日本では、C/S（ク
ライアント・サーバーシステム）や Internet Explorer 上での旧来の HTML ベースを利用した、レガシーと呼ん
でいい業務システムが数多く存続しているのが現状だ。レガシーな環境を使い続けることの問題点、そしてそこ
から新たな環境への移行を実現する日本ネクサウェブの「nexacro platform（ネクサクロ・プラットフォーム）」
について、同社の最高執行責任者（COO）で、販売推進統括本部長でもある永井一美氏にお話を伺った。

年の期間、生き続けます。システムの開

発に携わった人間がすべていなくなって

しまう可能性も含めて、保守フェーズを

考えなければならないのです」

「自動更新される環境」を
どのように保守・ 
運用するかが重要

　Web ブラウザのシェアを世界的に見る

と、2008 年に公開された Chrome が半数

以上を占めている。一方で、日本国内に

目を向けると、首位こそ Chrome だが、

Internet Explorer 11（IE 11）も 25％ほ

どのシェアを保っているのが現状だ。こ

れは、企業が古いシステムを使い続けて

いることとも関係があるのだろうか。

「企業に限定するなら、日本における IE 

11 のシェアはさらに高くなるでしょう。

これは Windows についてもいえること

で、2009 年にリリースされた Windows 

7 を利用するユーザーも多く、未だに

Windows 10 に 移 行 で き て い ま せ ん。

Windows 7 でしか動かないアプリケー

ションが存在するからです」

「また、これまでのビジネス環境は、デス

クトップ PC ＋ Windows ＋ IE という固

定されたものでした。企業は Windows や

IE のバージョンアップのタイミングを制

御することが可能でしたし、バージョン

アップの実施前にはテストもできました。

し か し、Chrome や Firefox、Windows 

10 は自動的に更新されてしまいます。シ

ステム変更のタイミングを制御できない

のです」

　つまり、IT の進化を享受するためには、

固定化できない環境の制御を情報システ

ム部門として考えなくてはいけないとい

うことだろう。

日本ネクサウェブ株式会社
最高執行責任者（COO）兼 販売推進統括本部長
永井一美氏
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古いシステムへの依存から
脱却するカギは 

「超高速開発ツール」にアリ
　日本の企業には、良い面でも悪い面で

も保守的な風潮があり、このような文化

が新しいシステムへの移行を妨げている

原因の 1 つといえるだろう。そのような

風潮を打ち破るために、ベンダーは何を

提供すればよいのだろうか。永井氏によ

れば、「超高速開発ツール」もその答えの

1 つだという。

「『超高速開発とは何か』の定義は千差万

別ですが、『超高速開発ツールとは何か』

という質問には、多くの人が Wagby や

GeneXus、Sapiens のような、設計書から

プログラムを自動生成するツール、と答

えるでしょう。昔でいう CASE、今でい

う X-RAD です。設計書を入力すればプ

ログラムが作られるなら、もはやプログ

ラムは資産とはいえません。プログラミ

ングは機械（コンピュータ）が行うので

すから、プログラマも資産ではありませ

ん。そのような開発現場では設計書が資

産であり、さらに突き詰めれば設計書を

作れる人間が資産といえるのです」

　プログラムが自動生成されてしまうの

ならば、人間は何をするべきなのか。

「1 つは設計情報、X-RAD でいわれるリ

ポジトリ、ナレッジベースを作ることで

す。もう 1 つは User Interface（UI）の

設計だと思っています。Wagby などの自

動生成ツールは画面も自動生成しますが、

本来すべてのユーザー、すべての端末に

おいて同じ UI はありえないのです。UI

は自動生成ではなく、利用環境、ユーザー

の知識、ユーザーの所属など、その人の

属性や端末に合わせて、人間が設計し作

成するべきものです。しかし、企業のシ

ステムは UI が重要視されているとはいえ

ません。それでは個々の生産性を落とし

てしまうのではないでしょうか」

マルチデバイス環境に 
おける UI 開発を
容易にする 
nexacro platform

　スマートフォンやタブレット端末と

いったスマートデバイスの登場で、UI 設

計の重要さや、UI 作成にかかる負担はさ

らに増している。そういった状況を解決

する手段の 1 つが、日本ネクサウェブが

提供している「nexacro platform」である。

「nexacro platform のおもなコンセプト

は、『One Source Multi Use（OSMU）』

『Different UI, Same UX』『Anti Aging』

の 3 点です。『OSMU』とは、1 つのソー

スコードを用いて、すべての環境で動く

ようにすることを意味します。通常、さ

まざまな OS で動作するアプリケーショ

ンを作るには、OS ごとに異なるプログ

ラミング言語を使わなければなりません。

しかし、nexacro platform ならば、GUI（グ

ラフィック・ユーザー・インタフェース）

開発をベースに、JavaScript 記述のみ

で、マルチプラットフォーム対応のアプ

リケーションを構築できます。『Different 

UI, Same UX』とは、高い UX（満足度や

使いやすさなど、『ユーザーがどう感じる

か』という概念）を与えるためには、そ

れぞれのユーザーに合った、オーダーメ

イドの UI、異なる UI を作る必要がある、

ということです」

　「Anti Aging」については以下のように

説明する。

「端末環境は日々変化していきます。一方

でサーバ側のビジネス・ロジックは、一

度作ったら、事業内容の変更や事務的な

改定、法律の改定などが行われない限り

修正されません。ビジネス・ロジックと

端末環境のライフサイクルは異なります。

ビジネス・ロジックの修正がないからと

いって、UI 側もそのままにしておくと、

システムはどんどん老朽化してしまいま

す。それを防ぐのが『Anti Aging』です。

実行環境
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● 1 つのソースコードでマルチプラットフォーム対応のアプリケーションを構築する「OSMU」が、本製品の大きな特長
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つまり、『常にお肌（＝端末環境と UI 画面）

はきれいに』ということなのです」

　nexacro platform は、ビジネス・ロジッ

クと UI 画面を分離し、端末環境の差異を

吸収することで、この「Anti Aging」を

実現しているという。

「ビジネス・ロジックと UI が分離してい

ますから、UX を高めたい、UI を改善し

たいといったある画面のみを変更するこ

ともできます。極端な例ですが、レガシー

な HTML で作られたシステムのある画面

だけを RIA（Rich Internet Application）

に変更することで、全体的な操作性はそ

のままに入力系の操作性を改善する、と

いったことも可能になります」

　この特徴は、永井氏が「デスクトップ

PC とスマートフォンとで異なる UI を作

成したとしても、ビジネス・ロジックは

共通のものを使用できます」というよう

に、スマートデバイスの UI 開発でさらに

威力を発揮する。これは、RIA でのビジ

ネス・ロジック（サーバー側）と UI（端

末環境側）の分離だけでなく、クライア

ント側に存在するビジネス・ロジックと

UI も分離していることで実現している。

　そして、このような柔軟な UI 作成を実

現しているのが、「MLM（Multi Layout 

Manager）」という機能だ。ビジネス・ロ

ジックの作成には JavaScript の知識が必

要だが、画面設計だけならプログラミン

グの知識を持たない人でも作成でき、プ

ロトタイプではなく、打ち合わせの場で

作成した画面が、そのまま動作するモッ

クアップとなる。

画面サイズに合わせて、
UIコントロールを意図した位置に配置

Left : 00% Right : 00%

Position （自動リサイズ） 実行画面

メイン画面のビジネス・
ロジックは全画面で踏襲

メイン画面

Multi Layout Manager （マルチレイアウト編集）

画面初期生成

スマートフォン

タブレット
portraitSTEP

 （画面分割編集）

● 最新環境や端末に合わせた UI を作成できる MLM 機能・STEP 機能

● 画面右下からの UI コンポーネントの位置を指定できる Position 機能
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　ただし、永井氏によれば、スマートデ

バイスの UI 設計には、PC 向けの UI と

は異なる配慮が求められるという。

「PC なら 1 画面に表示可能な内容でも、

スマートデバイスでは複数の画面に分け

る必要があります。また、デスクトップ

PC のように“使わない機能”が画面上

にあっても問題ないというスクリーンサ

イズではありません。スマートフォンの

UI では、片手で操作する際に親指が届く

範囲（親指リーチ）を考慮して、PC 向

け画面では上にあったボタンを画面下に

配置する場合もあります。ほかにも、中

国や韓国で主流のファブレット（画面サ

イズ 5.5 インチ～ 6.8 インチ程度の大画面

スマートフォン）は両手での操作が基本

なので、親指リーチの考慮より、両手操

作での考慮が必要となる場合もあります。

また、スタイラスペンを使う場合もある

でしょう。デスクトップ PC のようなキー

ボード＋マウスという一律な操作法では

ないのです」

　MLM のほかにも、nexacro platform

には「STEP」「Position」という UI 機能

が用意されている。

「『STEP』は、PC 向け画面からスマート

フォン向け画面を作成する際に便利な機

能です。画面の分割数を指定して、分割

された画面に元画面（PC 向け画面）の

UI コンポーネントをドラッグ＆ドロップ

で配置していきます。通常、画面遷移時

には画面間のデータ送受信が必須ですが、

『STEP』なら画面間でデータの送受信を

構築する必要はありません。『Position』は、

画面上での UI コンポーネントの位置を指

定する機能。一般的に UI コントロール

は画面左上からの距離でコンポーネント

の位置を指定しますが、『Position』なら

画面の右下からの位置を指定可能なので、

タブレットクラスでの画面サイズの差異

ならこの機能だけで吸収できます」

環境の差異をミドルウェアで
吸収する HTML5 版と
各 OS でネイティブ動作する
RUNTIME 版

　Web ブラウザや、それが動作する OS

の違いによって、挙動などが多少なりと

も異なってくる。それにはどのように対

応しているのだろうか。

「Chrome、Firefox、Safari、IE 11 で

は、HTML5 へ の 対 応 の 度 合 い が 異 な

りますし、挙動の違いもあります。そ

こに、OS ごとの差異も関わってくるの

で す。nexacro platform は、『Unified 

Framework』によって完全ノンインス

トールでありながら、環境による挙動差

の吸収を可能にしました。さらに、環境

変化の差異をミドルウェア側で吸収する

ため、アプリケーション側に手を入れる

必要がなく、デグレーションが発生する

こともありません」

　一方で、ブラウザでの利用はセキュリ

ティのためにドライブ上のファイルへ

のアクセスができないなど、制限もあ

る。その点について永井氏は、「nexacro 

platform な ら、 同 じ ソ ー ス コ ー ド が

RUNTIME 版でも動作します。たとえば、

1 つのアプリケーションで社内端末には

RUNTIME 版、社外の端末には HTML5

版を利用するといった使い分けも可能で

す」という。

　日本ネクサウェブでは、古い環境から

の移行を支援するツールも発売している。

「Visual Basic 6.0で開発されたアプリケー

ションを、nexacro platform アプリケー

ションに自動変換する『XGEN-VB（ク

ロスジェン VB）』や、既存の Web アプ

リケーションに手を入れることなく、モ

バイル化やポータル化が可能な『XGEN-

WEB（クロスジェン WEB）』を用意して

います。なお、nexacro platform の技術

情報やサポート情報は、nexacro platform

製品のサポートサイト『nexa onClick!』

を無償公開しており、これは nexacro 

platform によって作成されていますので、

実体験が可能です」

UI の進化を 
利用者が担うことが 
生産性の向上につながる

　 イ ン タ ビ ュ ー の 最 後 に、nexacro 

platform の今後について語ってもらった。

「個人的な意見や想いが入りますが、日本

ネクサウェブとしては、UI ／ UX にもっ

と特化していきたい。UI を本当に進化さ

せられるのは利用者です。そのアプリケー

ションやシステムを使っているからこそ、

その UI の欠点や改善すべき点がわかって

きます。生産性をより向上するには、UI

の進化・改善を利用者に任せる方向に持っ

て行く必要があると考えています。そし

て、利用者がアプリケーションやシステ

ムをお仕着せで使わされる第三者ではな

く、システムを考える側へもっと入り込

んでいくことが必要ではないでしょうか」

●「生産性向上のためには、UI の進化・改善が不可欠です」と語る、永井氏


