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近距離無線通信技術の

国際標準規格「NFC」

（Near Field Communica-

tion）。日本で普及している

非接触ICカード「FeliCa」

の上位互換の技術であり、

グローバルに広がっていることから注目を集めている。

このNFCを航空機の搭乗システムにいち早く採用したのが日

本航空である。

携帯電話のおサイフケータイ機能を利用して提供してきたICカ

ードによる搭乗サービスを、2012年10月よりスマートフォンに展開。

これに合わせて、NFC（Type A/B）方式にも対応させた。

端末によりICの種類や組み合わせが異なるが、日本航空では

アプリケーション側でICの組み合わせを判

別し、結果にしたがって、搭載されているIC

チップにアクセスする仕組みを考案した。

4か月で8万件のアプリダウンロードがあり、

スムーズな搭乗、さらには定時運航率の向上

につながっている。

本社所在地 東京都品川区東品川2-4-11

飛行機の搭乗システムがNFC対応に

日本航空株式会社
http://www.jal.co.jp

ネクスコ東日本エンジニ

アリングは、2012年6月より、

Androidスマートフォンを利

用して高速道路の損傷具

合など現場状況の画像や

位置情報を統合して伝達・

共有するシステムを導入した。

以前は専用の携帯電話端末による報告システムの活用を検討

したが、通話ができない、操作が煩雑で迅速な対応が困難、費

用が高額などの課題があった。

そこで新たに、スマートフォンに専用アプ

リをインストールし、データセンターに報告

データを蓄積する仕組みを採用した。報告

を受ける事務所側は、Webアプリケーショ

ンを使ってPCから情報を閲覧する。

汎用的なスマートフォンであれば、費用

を抑えることができ、1台で通話も報告作

業も行える。ユーザーインターフェースに

も工夫を凝らした。

本社
所在地

東京都荒川区東日暮里5-7-18
コスモパークビル7F

高速道路の保全情報をスマホから共有

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング
http://www.e-nexco-engi.co.jp/

「どこにいても注文でき

る仕組みがあれば業務効

率化につながる」―この

ような発想で、取引先が

iPadから商品を発注でき

る仕組みを構築したのが、

管工機材・住宅設備機器の販売代理店・橋本総業である。

同社は、二次卸会社に商品の在庫検索から発注までを一貫

してサポートするWebサービスを提供していた。これをiPadか

らの発注に対応。開発にあたり、一つのアプリケーションでPC

用システムとiPad用をカバーできるよう、Flashの採用を中止し、

解像度や画面レイアウトはiPadに合わせる形とした。

本社所在地 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9

取引先にも利便性　iPadからの受発注

橋本総業株式会社
http://www.hat.co.jp

みずほ銀行では、インタ

ーネットバンキング、為替相

場や投資信託のランキング

情報などみずほ銀行の多

様なサービスにアクセスで

きるポータルアプリの提供を行っている。

メニューのアイコンは並び替えが可能であり、顧客ごとの操作

性向上も追求した。

まずはAndroidスマートフォン用

を2012年3月に開始し、翌年、大画

面でスライド操作ができるタブレッ

ト向けを開発。さらに、iOSにも対

応させた。

サービス開始1年弱でダウンロード

は20万件を超え、アクセスは500万

件を記録。インターネットバンキングで

の取引件数増をはじめ、スマートフォ

ンを通じた取引の活性化に貢献して

いる。

本社所在地 東京都千代田区内幸町1-1-5

スマホ・タブ対応ポータルアプリ

株式会社みずほ銀行
http://www.mizuhobank.co.jp
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