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NTTグループの交通分野の取り組み

JR東日本アプリ

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日
本）は2014年 3 月にAndroid版 ・ iOS
版「JR東日本アプリ」を同時にリリー
スしました．JR東日本としては，そ
れまでにいくつかの実験的なアプリや
期間限定的なアプリをリリースしてい
ますが，このアプリはJR東日本が「正
式版」としてリリースしたものです．
2014年 3 月にリリース後，サービス
開始 1 カ月後には40万ダウンロード，
サービス開始 1 年後に100万ダウン
ロード，2016年 2 月時点では160万ダ
ウンロードを達成しています．

また2014年には「グッドデザイン
賞」，2015年には「MCPC award総務
大臣賞」を受賞し，今現在もなお，進
化し続けているアプリです（図）．

現在提供されているJR東日本アプ
リは，同社が提供する全路線の運行情
報（図（b））や時刻表をはじめ，一部
の列車位置情報（図（c））や車内の温
度 ・ 混雑度が確認できるようになって
おり（図（d）），構内図（図（e））やエキ
ナカ店舗情報（図（f）），遅延証明書な
ど便利なコンテンツが数多く提供され
ています．またAPI（Application Pro
gram ming Interface）で各種情報が取

り出せるようデータベースおよびイン
タフェースが整備されており，いずれ
は社内外で情報活用できるような情報
活用のプラットフォームを意識してい
ます．

新たな経営構想の中で打ち出され
たICT情報発信プロジェクト

1987年に行われた国鉄改革によっ
て新たに民営化された， 6 つの地域別
旅客鉄道会社の 1 つであるJR東日本
は，69線区で延べ7400 kmを超える営
業キロのネットワークにより，関東，
甲信越から東北までの広範な地域をカ
バーする鉄道会社として 1 日に約
1700万人が利用しています．旅客鉄道
事業を中心とした運輸業をはじめ，売
店や車内販売などの駅スペース活用事
業，複合型オフィスビルの展開を行っ
ているショッピング ・ オフィス事業な
ど幅広い事業を展開しており，日本の
経済活動に欠かすことのできない重要
な社会基盤の一角を担っています．

JR東日本では，2012年に国鉄改革 ・
会社発足から通算 5 回目を数える経
営構想として「グループ経営構想Ⅴ〜
限りなき前進〜」を策定し，東日本大
震災などの大きな環境変化を踏まえた
うえで今後の経営の方向性を改めて打

ち出しています．本経営構想において
は，安全やサービス品質，地域との連
携強化など「変わらぬ使命」とともに，
技術革新や新たな事業領域への挑戦，
人を活かす企業風土づくりなど「無限
の可能性の追求」を柱として定めてい
ます．ICTの活用によってお客さま
サービスの品質向上に貢献する施策も
新たに検討することとなり，具体的な
取り組みとして，お客さまにご満足い
ただける情報提供のあり方を検討する
プロジェクトがスタートしました．そ
の過程で数年前にJR東日本の研究開
発センターが中心となって行っていた
試験サービス「トレインネット」をさ
らにブラッシュアップし，商用サービ
スとしてスマートフォン向けの公式ア
プリを展開していく「ICT情報発信プ
ロジェクト」が立ち上がりました．

NTTソフトウェアが用いた 
アジャイル的開発手法

JR東日本アプリの検討当初は，「初
のJR東日本による本格的なアプリ開
発」ということでJR東日本関連部署，
関連子会社，関連ベンダなど，大人数
の打合せにおいて，JR東日本の “顔”
なる「アプリのデザイン（UI）」の検
討が先行していました．しかし，シス

スマートフォンアプリ アジャイル開発 運行情報

お客さまのサービス品質向上をめざした「JR東日本
アプリ」におけるアジャイル的開発手法の取り組み
関東，甲信越から東北まで広範な地域に住む人々の足となる旅客鉄道事
業を中核に，幅広い関連事業を通じて日本の鉄道業界をリードしている東
日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）では，2012年に策定された新たな経営
構想の中で掲げられた「ICTの活用」に関する施策の一環として，2014年
3 月に同社の公式アプリ「JR東日本アプリ」をリリースしました．本稿で
は，JR東日本アプリの概要と，開発を担当したNTTソフトウェアのアジャ
イル開発の取り組みを紹介します．
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テム全体の構成，機能，性能の技術に
関する検討が後回しとなっていたこと
から，NTTソフトウェアが，「システ
ム開発の観点」で今回の開発に参画す
ることとしました．

今回のアプリ開発に関しては，必要
なコンテンツを社内外から持ち寄り，
コンテキストに応じて適切な情報を提

供することをめざしており，JR東日本
が意識したのは「共感」と「ギャップ」
でした．運行状況や駅の情報などの運
行情報系を提供することで共感を得る
ことはもちろん，列車の乗車率などさ
まざまな先進的なコンテンツや， 4 コ
マ漫画をはじめとした “スキマ時間”
を楽しむコンテンツなどを提供するこ

とを計画しており，固いイメージのあ
る従来の鉄道会社とは異なるアプロー
チにチャレンジすることで，親しみを
感じてもらいたいと考えていました．

また，今回のアプリを通じて，情報
のプラットフォームをつくり上げるこ
ともねらいとしてあり，サービス的な
側面のみならず，ビジネス的なアプ

図　JR東日本アプリ

（a）　トップ画面

（d）　トレインネット画面

（b）　運行情報画面

（e）　駅構内図画面

（c）　列車位置情報画面

（f）　エキナカ店舗画面
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ローチや業務利用という観点でも 1
つの情報プラットフォームとして活用
できるものを構築しようとも考えてい
ました．

そこで，運行情報や列車内の情報な
どそれぞれ既存システムを担当するベ
ンダが集まってアプリ開発を行ってい
くことになりましたが，情報更新や
アップデートなどスマートフォンのア
プリは，長年にわたって構築してきた
従来の鉄道システムとは異なるアプ
ローチが必要なため，要件定義からス
タートしてシステム開発を行うような
従来の進め方から脱却することが必要
でした．そこでNTTソフトウェアは
当初から短期間でのリリースに対応す
るため 2 チーム体制によるアジャイル
的な開発手法を取り入れ，打合せの場
で意思決定や対応方法の方向性を明確
化し，方針が確定したものはその翌日
には対応，また，Grails（1）を利用した
CMS（Content Management System）
のテンプレート化，Jenkins（2）の自動
ビルドの採用など，スピード感と効率
性を考慮した対応を行いました．

また，JR東日本でのこれまでのシス
テム開発は，すべてをカスタマイズし
て構築する傾向がありましたが，本件
では実績のある既存プラットフォーム
や便利に使えるツールを提案に盛り込
み，うまく活用することで，開発期間
は従来の半分の半年程度となり，コス
トも大きく軽減することができました．

このほか，プロジェクト成功の要因
としては，現在でも毎週行われている
ミーティングの中でのしっかりとした
意見交換と議論による信頼関係の醸成
も大きいと分析しています．開発体制
をしっかり整えることで議論を次回の
ミーティングに持ち越すことなく，そ
の場で具体的な方針を決定していきま
した．

プロジェクトを進める過程では，
NTTソフトウェア社内で導入している
プロジェクト管理ツール（Redmine（3），
SubVersion（4），Git（5））を用いました．
これにより状況を可視化し，進捗状況
も互いにクリアにするだけでなく，複
数のベンダが今回のアプリ開発にかか
わっている中で，それらの取りまとめ
にも活用されました．

開発の延長で得た分析の提案

アプリで提供されている「山手線ト
レインネット」は運行している列車の
車両ごとの混み具合や車内温度を分か
りやすく見ることができます．各車両
に備わる複数のセンサからのデータは
数十秒ごとに送信，蓄積されるため，
全体としては非常に膨大な量となりま
す．それらをどのように蓄積，管理し，
新たなサービスの開発や品質向上に役
立てていくかは大きな課題で，きちん
とした基盤の整備は不可欠だったわけ
です．

そこで，システム構築と並行してお
客さまの課題に対する解決策として，
データウェアハウス（DWH）基盤の
構築と，ビジネスインテリジェンス

（BI）ツール「Yellowfin」（6）をNTTソ
フトウェアが提案し，実際に採用され
運用支援を行っています．

2020年に向けたアプリへの期待

JR東日本アプリがリリースされて
すでに 2 年が経過していますが，利用
者，お客さまの声に対応すべく毎月の
ように改修を行っています．着実に機
能アップを続け，鉄道運行情報を素早
くチェックできる「My路線設定」に
首都圏の私鉄各社（15社局51路線）の
追加が可能になっているほか，「列車
位置情報」の対象路線も合計17路線ま
で拡充（2016年 3 月時点）や，駅を

降りた後のバスやタクシーなど交通機
関の情報提供，駅構内のデジタルサイ
ネージとの情報連携の実証実験など，
アプリと連携したよりきめ細かなサー
ビス提供への取り組みも行っていま
す．また，英語版アプリ「JREAST 
Train Info」でも列車位置情報を見ら
れるようになり，Apple Watch版アプ
リの提供も始まります．2020年に向け
てより多くの利用者に役立つツールと
して「JR東日本アプリ」は進化を続け，
取得できるデータも今後さらに増えて
いくことになり，さまざまな要望を可
能な限り実現するためのスピード感あ
る対応を心掛け，それを受け止めるた
めの開発体制を継続していきます．
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小川  貴志

「先端技術をビジネスに活かす」をミッ
ションに，お客さまのニーズにスピーディ
におこたえするため，製販一体で日々努力
しています．NTTの技術を今以上に一般市
場に展開すべく，積極的に提案に取り組ん
でいます．
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