
は じ め に

NTTのR&Dでは次世代Web配信

基盤のサービス性向上に向けて，すで

にいくつかの要素技術の開発を進めて

いますが，NTTグループ各社において

も独自にHTML5に対して積極的に取

り組んでいる会社があります．本稿で

は，早くからHTML5を活用したサー

ビス開発を行っている，NTTソルマー

レおよびNTTレゾナントの取り組みを

紹介します．

NTTソルマーレの取り組み

NTTソルマーレ（1）ではマルチデバイ

ス向け電子書籍サービスの実現に向け

て主にコミック配信・ゲーム配信を中

心に事業展開を行っています．近年の

電子書籍業界は，楽天のkobo社買収

や，Amazonの国内向け電子書籍端

末Kindleの発売など，まさに戦国時

代を迎えようとしています．一方，モ

バイル市場は主力端末が携帯電話から

スマートフォンに移行しつつあり，PC

やタブレットなども含めたマルチデバイ

ス向けのサービスが本格化してきてい

ます．

このような状況の中で，NTTソル

マーレでは，近い将来に訪れるマルチ

デバイスの本格化に向けて，競合他

社に先駆け，デバイスに依存しない

電子書籍サービスを展開するために

HTML5を採用し，電子書籍ビューア

の開発に着手しました．

■電子書籍ビューア開発

電子書籍ビューアの開発言語に

HTML5を採用した理由は，開発ス

ピード向上と運用保守のコスト削減に

あります．個々のデバイス専用のアプ

リは，デバイスの特徴を活かせる反面，

デバイスの数だけ開発が必要になるた

め，開発期間がどうしても長くなって

しまいます．一方，HTML5で開発し

たアプリは，HTML5対応のWebブラ

ウザが搭載されたデバイスであれば使

用できます．そのため，最小限の開発

で複数のデバイスをサポートすることが

できるため，開発期間の短縮が可能で

す．また運用保守の観点からも，例え

ば機能追加や画面変更などの際に，

デバイスごとにソースを管理する必要

がなくなるなど，非常に効率が上が

ります．

■HTML5の機能面でのメリット

今回の開発において特に恩恵を受け

たHTM L 5の機能が「C a n v a s」

「Web Workers」「Web Storage」

「CACHE MANIFEST」です．

Can v a sは，Webブラウザ上で

JavaScriptを使って図を描く機能で

す．これを利用すると，電子書籍の

ビューア機能として，特殊なプラグイ

ンを使用せずに，ページ（画像）をめ

くったり，移動したりするアニメーショ

ンを表現することができます．しかし，

単純にCanvasだけを利用してこの

ページ遷移機能を実装すると，処理が

重くなる問題が生じました．そこで，

JavaScriptの処理をバックグラウンド

で動かすことができるWeb Workers

という機能を併用することで，非常に

滑らかなページ遷移処理を実現しま

した．

Web Storageは，Cookieに代わる

Webブラウザ上でのデータ保存の機能

です．従来，Webブラウザ上でユーザ

ごとのデータを保存するために，サー

バ側に保存する仕組みを設けるか，

Cookieを使うしかありませんでした．

しかし，Web Storageを利用すること

で電子書籍のデータを端末上に保存

し，オフライン時にも閲覧可能になり

ました．さらに，ローカルにキャッシュ

されたリソースを効率良く管理するた

めにCACHE MANIFESTを利用し，

動作遅延を解消するなど，さまざまな

工夫を盛り込み，HTML5製電子書
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NTTグループのHTML5に向けた取り組み

NTTグループではすでにHTML5を活用したさまざまなサービス開発に取
り組んでいます．本稿では，先進的な事例として，NTTソルマーレのHTML5
による電子書籍ビューアの開発，およびNTTレゾナントのHTML5によるサー
ビス開発の実装とエンジニアの人材育成について紹介します．
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籍用ビューアの第１号が完成しました

（図１）．

■Windows 8向け電子書籍ビュー

アアプリの開発

HTML5製電子書籍ビューアの完成

と同時期に，Microsoft社がオンライ

ンストア「Windows Store」を発表

し， その中 で次 期 Windows OS

（Windows 8）のアプリ開発言語とし

てHTML5をサポートすることが分

かりました．いろいろな調査結果か

ら，これまで開発してきたHTML5

製ビューアが移植可能だということが

分かり，他社に先駆けてWindows 8

向け電子書籍ビューアアプリの開発に

着手しました．

しかし，開発は容易には進みません

でした．例えば，Windows 8はタブ

レットのようなタッチ動作を前提とし

た全く新しいインタフェースを採用し

ているため，特殊なタッチ動作の方向

や画面の使い方などが決められていま

す．そのため，当時英語版でしか提

供されていなかった開発ガイドライン

に従い，すでに開発していたHTML5

製電子書籍ビューアをWindows 8の

インタフェース向けにチューニングし

なければなりませんでした．また，

Windows 8ではアプリ開発用にDRM

（Digital Rights Management：著

作権管理技術）モジュールが提供され

ていませんでした．そこで，私たちは

数少ない開発者向けの技術資料を頼り

に，Windows 8の特徴を活かした

DRM方式を考案し，独自のDRM

モジュールを完全に１から開発し，電

子書籍ビューアアプリに導入しました．

そして本アプリは，Windows 8 CP

（ C o n s u m e r ｠ P r e v i e w ） 版，

Windows 8 RP（Release Preview）

版，Windows 8 RTM（Release To

Manufacturing）版と，OSのバージョ

ンアップに合わせて順次機能改善を重

ねてきました．今回のアプリ開発は，

他社に先駆けた先進的な取り組みとい

うこともあり，Microsoft社の開発者

向けイベント（Windows Developer

Days）の基調講演でデモンストレー

ションが行われ，大きな注目を集めま

した（図２）．

現在，本アプリは，Windows Store

の書籍カテゴリに「地球書店」として

登録されています（図３）．

図１　HTML5 製電子書籍用ビューア 

図２　Windows Developer Days 
　　　でのデモンストレーション 

図３　Windows Store のトップ 
　　　画面 



NTTレゾナントの取り組み

NTTレゾナント（2）は，2013年３月

に16周年を迎えるポータルサイト

「goo」をはじめ，さまざまなインター

ネットサービスを提供しています．ユー

ザの快適なインターネット生活を支え

るサービスを提供するためにさまざま

な取り組みを行っており，その一環

として次世代のWeb標準規格となる

HTML5についても，2009年ごろから

積極的に取り組んでいます．

HTML5に取り組む理由は大きく２

点あります．１点目は「マークアップ

仕様の変化」です．HTML5は何でも

できる最新鋭の技術だととらえられる

こともありますが，実際には，現在の

Web標準であるHTML4.01からの改

訂版です．つまり，HTMLが新しい

バージョンに変わり，今起きようとし

ているWeb標準の進化に対応しなけれ

ばなりません．２点目は「デバイスと

プラットフォームの多様化」です．ス

マートフォンやタブレットはもちろんの

こと，TVやゲーム端末，カーナビや家

電などマルチデバイス化が進んでいま

す．さらにモバイルOSではiOS・

Andoroid・Windows Phone，Web

ブラウザではSafari・Chrome・Inter-

net Explorer・Firefoxなどの多様な

OSやブラウザが登場してきています．

私たちはこのような状況にサービスを

対応させなければなりません．これら

の観点から，HTML5をキーテクノロ

ジととらえ，具体的に以下のような

「サービス開発での実装」と「エンジニ

ア育成」に取り組んでいます．

■サービス開発での実装

まず，NTTレゾナントが提供してい

るいくつかのサービスですでにHTML5

の実装を始めている事例を紹介します．

① goo動画：「goo動画」（3）で

は2012年１月にサイトリニューア

ルをした際に，HTML5を実装

し，ユーザにとって探しやすさ・

閲覧しやすさを目的としたデザイ

ンや，PCでもスマートフォンやタ

ブレットでも画面に最適化された

かたちでgoo動画のコンテンツを

閲覧できるようになり，ユーザエ

クスペリエンスの向上を実現しま

した．

② PinQA（ピンカ）：スポット情

報のまとめサービス「PinQA（ピ

ンカ）」（4）では，2012年８月にス

マートフォン対応をした際に，ス

マートフォン画面への最適化に

HTML5の構成要素であるCSS3

を，そしてユーザの現在の位置情

報を取得するのにGeolocat ion

APIを使って実現しました．

HTML5でサービスを実装すること

から得られるメリットは，ワンソースで

マルチデバイスに対応できることです．

これによりユーザには一貫性のある

サービスを提供でき，同時に開発コス

トを必要最小限に抑えることができま

す．しかし，現状は課題もあります．

例えば，OSやブラウザなどのプラッ

トフォームの種類とバージョンの違い

によるHTML5の機能の互換性が不完

全なため，ユーザへの動作保障の問題

や広告掲載ページの表示崩れなどのリ

スクが生じます．また，現状のモバイ

ルアプリ市場では，iOSやAndroidに

代表されるネイティブアプリの市場規

模が大きく，ユーザリーチやビジネス

面でWebアプリ市場は見劣りしてしま

います．HTML5は進化の過程であり，

2014年の正式勧告に向けて技術的な

面が解消されることを期待しています

が，現段階でモバイル向けのサービス

を開発するうえでは，サービス（アプ

リを含む）の用途と使用環境に応じて

ネイティブアプリとWebアプリを使い

分けることが重要になります．

■エンジニア育成

NTTレゾナントでは，全社員向けの

勉強会である「レゾナント大学」や技

術トークセッション「Tech Talk」，

技術習得朝勉強会「アサレン」を開催
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レゾナント大学 ・『HTML5で何が変わるのか?!』（2011） 
・『HTML5がWebの潮流を変える』（2012） 
・『Webデザインのトレンド』（2012） 

勉強会 

アサレン／講習会 ・『HTML5でWebをつくろう』（2011・3カ月間） 
・『大規模JavaScript開発』（2011～2012・6カ月間） 
・『クロスプラットフォームでつくるHTML5アプリ講習』（2012） 

技術習得 朝勉強会 

Tech Talk ・『HTML5』（2009） 
・『HTML5とは』（2010） 
・『HTML5の今を知ろう』（2012） 
・『SPYDYとは何か』（2012） 

技術トークセッション 

図４　HTML5 関連の社内勉強会の事例 
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しています．このような場において，

HTML5の最新動向やデザインを含む

技術動向を，社内外の有識者による

講演や技術実践などのかたちで紹介し，

HTML5の知識レベルの底上げとエン

ジニアのスキル向上を行っています．

HTML5は2009年２月に初めてテー

マとして取り上げ，すでに４年にわた

り取り組んでいます（図４）．

また，技術調査として，HTML5

ベースのWebアプリとネイティブアプ

リの比較や開発フレームワークの比較

を社員10名が泊まり込みのハッカソン

形式で検証を行いました．ここでは，

HTML5によるネイティブアプリ相当

の表現力は可能であるが，実行速度や

端末のリソースアクセスでは劣ること

を確認し，調査で得た知見をアプリ開

発における判断ポイントとして活用し

ています（図５）．

2012年度，NTTレゾナントのコア

コンピタンスとして強化していく分野

の１つとしてHTML5を掲げています．

すでに，一部の社員による一部のサー

ビスでHTML5化を実現しています．

今後はこれまで以上にドライブをかけ，

適用領域を見定めながらサービスの

HTML5化を進めていくと同時に，

HTML5エンジニアを育てる環境と育

成プランをつくり上げ実践していきま

す．そして，NTTグループの上位レイ

ヤ事業を牽引する大きな役割を担える

よう，スキルアップに努めていきます．

NTTグループの今後の取り組み

今回は，NTTソルマーレおよびNTT

レゾナントの事例を紹介しましたが，

NTTグループではHTML5を活用した

さまざまなサービス開発に取り組んで

います．そして，NTTのR&Dでは，

これらサービスの基盤となるよう，次

世代Web配信基盤のサービス性向上

に向けた研究開発を進めていきます．
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HTML5によるWebアプリのネイティブ再現性の評価 

図５　HTML5 技術調査結果 

◎十分実用範囲　　○実用範囲　　△いくつかの制限あり 

ネイティブアプリ Webアプリ（HTML5） 

表現力 ◎ 

○ 

○ 

△ 

ゲームからツール系アプリまで 
幅広い表現が可能 

描画性能を求めないツール系 
アプリは十分に表現可能 

端末資源をフル活用可能． 
クロスドメイン問題なし 

端末資源に制限あり． 
クロスドメイン問題あり 

◎ ○ 端末性能を最大限に引き出す 
ことが可能 

ツール系アプリは実用範囲．描画性能 
が必要なアプリ（ゲーム等）は厳しい 

△ ◎ iOS・Androidの二重開発 HTML5で共通的に開発 

△ ○ 端末ごとのチューニングが必要 HTML5によりマルチデバイス対応 

リソースアクセス 

実行速度 

生産性 

マルチデバイス対応 

　●ネイティブアプリ相当のGUIを再現可能になりつつある 
　●速度，リソースアクセス等でネイティブアプリに劣る部分がある 
　●簡易なアプリはHTML5，ゲームや性能を求めるアプリはネイティブ，と使い分けが適切 


