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単⼀一⽬目的アプリ 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⽬目的を絞って、より豊かに

Ronnie Rios、シニアコンサルティングエンジニア



FileMaker 
Developer 
Conference 
DevCon は毎年年開かれる開発者会議で
す。網羅的な内容のセッション、⾮非常に
興味深いミーティング、対⾯面での相談会
などがあり、⼤大勢の FileMaker, Inc. のス
タッフや経験豊かな FileMaker プラット
フォームの開発者とネットワークを築く
よい機会になります。世界中から 1,500 
⼈人以上の FileMaker 関係者が集まる唯⼀一無
⼆二の貴重なイベントです。
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ようこそ
 
この eBook は、2017年年に開催された FileMaker 
Developer Conference での Ronnie Rios 
によるプレゼンテーション「Less i s 
More: The Single-Purpose App」(英語) 
に基づいています。 

Ronnie は FileMaker, Inc. のシニアコンサ
ルティングエンジニアで、コンサルティン
グとデータベースソフトウェアソリューショ
ン開発の分野で 20 年年以上の経験がありま
す。  

そのうち 5 年年以上の間 Apple Inc. で経験
を積み、テクノロジーコーディネータおよ
びビジネスチームのコンサルタントを務め
るようになりました。 

https://youtu.be/F-PvPug7uFw
https://youtu.be/F-PvPug7uFw
https://youtu.be/F-PvPug7uFw
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モバイルプラットフォーム向けのカスタム App を構築するにはどのよう
なアプローチが適切なのでしょうか。開発者やシステム設計者、業界の専
⾨門家などの間では、⻑⾧長年年にわたり議論が交わされてきました。 

多⽬目的アプリケーションをひとつ作成する

または

単⼀一⽬目的アプリケーションをたくさん開発する

数年年前から注⽬目を浴びるようになってきたのが、アプリケーションの
アンバンドリングという概念です。

01
はじめに

アンバンドリングとは
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ひとつの多⽬目的アプリケー
ションとたくさんの単⼀一
⽬目的アプリケーションの
違いとは？

多⽬目的アプリケーションとは、ユー
ザが必要とするすべての機能が⼀一体
化しているアプリケーションのこと
です。 

単⼀一⽬目的アプリケーションとは、あ
る特定の⽬目的を達成するために設計
されたアプリケーションのことです。

M

ひとつの 
多⽬目的アプリケーション

たくさんの 
単⼀一⽬目的アプリケーション

1 1 1

1 1 1

1 1 1

多⽬目的アプリケーション vs 単⼀一⽬目的 
アプリケーション
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機能と⽬目的は同じではない

機能とは、ソフトウェアが実⾏行行する内容
および実⾏行行する⽅方法を示す特性です。 

⽬目的とは、ユーザが実現または達成
したい事柄を定義するものであって、
達成する⽅方法を定義するものではあり
ません。

単⼀一の⽬目的は単⼀一の機能を意味しない

単⼀一機能のアプリケーションは 1 つの事柄を
実⾏行行します。 

単⼀一⽬目的のアプリケーションは 1 つの事柄の
ために存在します。
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「アプリケーションのアン
バンドリング」とは？

アプリケーションのアンバンドリング
とは、アプリケーションの個々の機能
を単純に切り離し、完全に別個の
アプリケーションとして提供すること
です。 

アンバンドリングの動きが初めて
⾒見見られたのは 2007 年年でした。この
当時、ユーザはデスクトップ PIM から
スマートフォンに移⾏行行し始めていま
した。

ほとんどのモバイルアプリケーションは⼩小
規模なワークグループによって利利⽤用されて
います。そのために割かれる部⾨門予算は
わずかで、特定のビジネスプロセスや⽬目標
に重点が置かれ、使⽤用年年数は 2 年年間です。 

— Shannon Sears ⽒氏 
CR Bard 社グローバルセールスおよびマーケティン
グ、ビジネスリレーションシップマネージメント担当
ディレクター

「

」
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アプリケーションの 
アンバンドリング現象 
2013 年年から 2014 年年にかけて、開発者コミュニ
ティで「the great app unbundling (優れた
アプリケーションのアンバンドリング)」と
いう⾔言葉が⾶飛び交いました。この時期、
Facebook は Messenger を切り離し、Paper 
や Slingshot をリリースし、Instagram と 
WhatsApp を買収しました。Foursquare は 
Swarm と新しい Foursquare に分割されまし
た。Twitter、Dropbox、Evernote、Google 
Docs も同様の戦略略を実⾏行行しました。 

ところが 2014 年年から 2015 年年の間にはアン
バンドリングに逆⾏行行する動きが⽣生じました。 

では、今⽇日のカスタム App 開発者にとっ
て正しい戦略略とはどのようなものでしょう
か？ 

ユーザがデスクトップ 
PIM からスマートフォン
への移⾏行行を始める

2007

2013-2014

⼈人気のある多⽬目的アプリ
ケーションの機能が 
いくつかの単⼀一⽬目的 
アプリケーション 
に分割される

単⼀一⽬目的アプリケーション
をバンドルして 

多⽬目的アプリケーション 
を作成する動きが始まる

2015-2016

これまでの流れ

両⽅方の戦略略が採られて
いるがどちらが 
有効かは不不明

2017

?
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02
バンドリングか 
アンバンドリング
か？

⾃自分のソリューションに適しているの
は 2 つの戦略略のどちらか？

戦略略 1 - バンドリング：ユーザが必要とするすべて
をまとめた多⽬目的で⼀一体化したアプリケーションを
ひとつ作成する。

戦略略 2 - アンバンドリング：それぞれがある特定の
⽬目的を達成するために設計された単⼀一⽬目的アプリケー
ションをたくさん開発する。

アプリケーションのアンバンドリングが業界でかつて期待されたほどは
成功していないとしても、1 つのアプリケーションに多くの機能を詰め込
むのはリスクが伴います。機能を多くすると、インストールサイズが⼤大
きくなり、ロードするのに時間がかかり、それらの機能の⼀一部がユーザ
によって⾒見見逃されてしまう可能性が⾼高くなってしまいます。アプリケー
ション開発者はどこに線を引くかを⾒見見極める必要があります。
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戦略略 1 - バンドリングの 
メリット： 

1. すべてが⼀一か所にまとまっているため、
⼿手順を考える必要がありません。 

2. アプリケーションの連携⽅方法を考える
必要がありません。 

3. データのサイロ化が⽣生じるリスクを
最⼩小化できます。 

単⼀一環境 

統合されたエクスペリエンス 

データの集約

ひとつの多⽬目的アプリケーション

M



1 1 1

1 1 1

1 1 1
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戦略略 2 - アンバンドリング
のメリット：

1. モバイルスマートフォンのオペレーティ
ングシステムのタッチインター
フェースにより、複数のアプリケー
ションを⼀一⽬目で⾒見見渡して選択するこ
とが容易易になります。 

2. ほとんどのユーザはタブの奥に隠れ
ている機能に気付きません。アンバ
ンドリングによって、埋もれて気付
かれなかった、または忘れられてい
た機能をもう⼀一度前⾯面に出すことが
できます。 

3. 単⼀一⽬目的のアプリケーションは、シン
プルであるゆえに⾼高速反復復のアジャ
イル開発が可能になります。

ガートナー社の調査によると、企業の 50% は、毎⽉月または毎週アプリケーションをリリース
する必要があると回答しています。そのように回答した企業の約 1/3 は、IT は⼗十分な速度を提
供していないと答えています。

たくさんの単⼀一⽬目的アプリケーション

ホーム画⾯面は新たなポータル 

統合されたエクスペリエンス 

⾼高速反復復のアジャイル開発/  
迅速な市場への投⼊入に対応 
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03
単⼀一⽬目的アプリ
ケーションが 
好まれる理理由

多くの場合、特殊化された機能やすっきりしたインターフェースは⾼高いエ
ンゲージメント率を⽣生み出します。こうした要素があるために、ユーザは
単⼀一⽬目的アプリケーションを好む傾向があります。

1

ある特定の⽬目的に特化した「Uber」

問題 ソリューション
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アンバンドリングの 
落とし⽳穴：

ほとんどの場合、多⽬目的アプリケーショ
ンで提供されていたよりも⼤大きなメリッ
トが提供されないとアンバンドリングは
失敗します。 

アプリケーションの数が多すぎるとアプ
リケーションの飽和状態を⽣生み出し、ア
プリケーション間を必要以上に⾏行行き来す
ることになります。多くの場合、こうし
たアプリケーションは連携せず、データ
のサイロ化を⽣生み出す傾向があります。 

FileMaker プラットフォームのビルトイ
ンツールを利利⽤用して開発すると、こうし
た問題のほとんどを回避することができ
ます。 

単⼀一⽬目的アプリケーションが失敗するのは
どんなときか

1 1 1

1 1 1

1 1 1

ユーザ主導でない 

アプリケーションの数が多すぎる 

他のアプリケーションとほとんど、
または全く統合されない 

データのサイロ化が⽣生じる
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計画

カスタム App を開発する
ための最初のステップで

す

作成

カスタム App の構
築を始めましょう

展開

作成したカスタム App を
チームで共有しましょう

プロジェクトを計画し、カスタム App を作成し、チームに 
カスタム App を展開するために役⽴立つガイドのダウンロード：

Ronnie Rios ⽒氏の DevCon プレゼンテーションをご覧ください：

04
Less is More: 

The Single-Purpose App (英語)

次のステップ

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ja&country-culture=japan
https://youtu.be/F-PvPug7uFw
https://youtu.be/F-PvPug7uFw
http://www.filemaker.com/jp/custom-apps/#fm-video-common-business-challenges
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FileMaker.com の「ラーニングセンター」ページでは、「カスタム App アカデミー」ビデオチュート
リアル Web セミナー、「イベントセッションの録画ビデオ、eBook などの学習⽤用リソースを提供し
ています。 
http://www.filemaker.com/jp/learning/

公式サイトの FileMaker Community では、他の FileMaker ユーザや専⾨門家と交流することができま
す。質問の回答を得たり、ビデオを⾒見見たり、テクニカルブリーフ、ハウツー記事、ホワイトペーパー
などにアクセスしたりできます。 
https://community.filemaker.com/

FileMaker.com の「サポート」ページでは、製品マニュアル、ナレッジベースの記事、ご購⼊入前の製
品情報、インストールガイドを提供しています。 
http://www.filemaker.com/jp/support/

サードパーティのトレーニングは Lynda.com より提供されています。 
https://www.lynda.jp/filemaker-pro

多くの FileMaker コンサルタントが、トレーニングコースやサービスを提供しており、開発⼯工程の
どの段階でもご⽀支援します。 
http://www.filemaker.com/jp/partners/find-a-partner/

オンラインの学習、トレーニング、コミュニティリソースを探す 
FileMaker プラットフォームを使
⽤用したカスタム App を開発するの
に役⽴立つさまざまなリソースをお探
しください。

この eBook は、2016 年年 12 ⽉月 6 ⽇日から 8 ⽇日に開催された Gartner Applications Strategy and Solutions Summit での Jeff Schulman ⽒氏と Katherine Lord ⽒氏
による「Supersession: Applications and Infrastructure and Operations: When Worlds Collide」を参考にして作成されました。

http://www.filemaker.com/jp/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/jp/support/
https://www.lynda.jp/filemaker-pro/
http://www.filemaker.com/jp/partners/find-a-partner/

