
モバイルソリューション

GClue, Inc.
佐々木 陽( akira@gclue.com )

mailto:akira@gclue.com
mailto:akira@gclue.com


自己紹介

• 佐々木 陽 代表取締役
仙台市生まれ 1975年生まれ
現会津大学院在学中、1990年よりパソコン通信に熱中し、1996年開催のInternet World 
Exposition 1996に参加。1996～1997年の１年間、自宅に光ファイバーを引き、独学でイン
ターネットのサーバを運用。当時、POV-Rayに関する3Dのコミュニティを立ち上げ、NHKで

も扱われる。大学在学中は、台湾を自転車で横断、日本もバイクで縦断。



GClue, Inc.について

• 設立 2001年8月31日

• 本社

– 福島県会津若松市滝沢5-35
• 東京オフィス

– 東京都千代田区神田錦町3‐21 ちよだプラットフォームスクウェア

• 従業員数 7名、アルバイト 15名

• 事業内容

– ユビキタスアプリケーションの企画・開発

• iアプリ, Skypeアプリ

– ユビキタスソリューションの企画・開発

• Mobileソリューション, Robotソリューション

– ユビキタスコンサルティング



GClueとは?

GClueは「ユビキタス」をベースとした「コンテンツの企

画・開発」「ソリューション提案・開発」「コンサルティ
ング」を行うR&D主体の会社です。

3Dゲームの企画・開発 モバイルソリューションの企画・開発 Robot



iアプリ(創業当初)

携帯Javaアプリを現在までに、公式サイト向けに60本程度提供してきてております。大手

ゲームメーカ向けのコンテンツ開発から、ミニゲームまで開発を行ってきています。



iアプリ(現在)

現在までに200本近いモバイルアプリケーションを開発



組み込みアプリケーション

BEKO BROWSER
携帯電話向けブラウザ

携帯電話向けの組み込みミドルウエアの開発やライセンス



モバイル革命(1999年～)

• 1999年 iﾓｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ開始

• 1999年 Oh!New、GIGAコード設立

• 2001年 Javaサービス開始

• 2002年 多数の上場企業出現、世界進出

• 2003年 3500万人突破

– ドイツ、スペイン、フランス、オランダ、香港、台湾、
アメリカでもiモードサービス

日本のモバイルベンチャー: 世界市場のマーケットリーダー



1999年 iモードスタート

• 白黒画面で、インターネットと電子メールがで
きた(501シリーズ)



1999年 8月

• サービス開始 6ヶ月で 100万人を突破



1999年 有料課金サービス開始

• 着メロ

• 待受画像

• WEBベースのゲーム

• 占い

• サーファーの波情報

300円/月でサービス



2000年

• カラー端末発売

• 502シリーズ, 209シリーズ

http://www.docomo-kansai.co.jp/mova/products/so502iwm/index.html
http://www.docomo-kansai.co.jp/mova/products/n502it/index.html
http://www.docomo-kansai.co.jp/mova/products/ko209i/index.html


2001年 Javaサービス

• NTT DoCoMo 503iを発売し、iアプリサービ

ス開始



2002年

• 携帯コンテンツバブル
– Cybird, Index, シグスシステムジャパン, For-

Side等々 上場へ

• iモード海外進出

http://www.indexweb.co.jp/index.html
http://www.for-side.com/IR/contents.html


2007年 世界規模でのモバイル革命

将来的に、世界中の30億人程度が携帯電話を保持

■ 携帯電話契約者数
-96,717,900人
■ NTTドコモ
-52,621,100人
■ au/KDDI
-26,605,100人
■ ツーカー /KDDI
-1,053,200人
■ ソフトバンク
-15,780,900人

世界の携帯電話契約者数
■ WCDMA,GSM系
-24億2200万人※3
■ CDMA2000系
-3億7400万契約※4

BRIC
■ ブラジル(人口 1億8410万人)
-1億0215万2437契約(2007年3月 )※5
■インド(人口 11億0337万人)
-1億5912万1803契約(2007年2月)※6
■中国(人口 12億9884万人)
-4億8013万契約(2006年12月)※7
■ロシア地域(人口 ロシア連邦 1億4289万人, 
CIS 2億3000万人)
-1億4150万契約(2006年12月 )※8



モバイルインターネット

1999年 iモードサービス開始, CybirdやIndexがコンテンツ配信開始
Oh!NewやGigaコード、コンテンツ配信会社が多数設立

2000年 携帯コンテンツ配信会社が多数上場
G-MODE, Klab, コネクト設立

2007年 DoCoMo2.0
モーションセンサー, GPS, 大容量アプリ

2010年 財布のなかみはすべて携帯電話の中へ
携帯電話 = 鍵, お金, カード, ポイントカード, クーポン, 免許証

2001年 iアプリサービスが開始

2002年 第三世代携帯電話発売(FOMAシリーズ)

2003年 Au 着うたサービス開始

2004年 第三世代携帯電話が主流に
パケット使い放題
おさいふ携帯の登場

2005年 ケータイソリューション元年
携帯電話向け音楽配信



携帯の歴史1
1999年 2002年2001年 2004年2003年2000年

NTT DoCoMo iモードサービス

開始

サービス会社 6ヶ月で
100万人突破

カラー端末発売
502, 209シリーズ

Javaサービス開始

第3世代サービス

各社開始

TVチューナ付き
携帯電話発売!

ﾗｼﾞｵﾁｭｰﾅｰ付き
携帯電話発売

モバイルインターネット世代 Java世代 メディアミックス世代

2005年

http://www.docomo-kansai.co.jp/mova/products/so502iwm/index.html
http://www.docomo-kansai.co.jp/mova/products/n502it/index.html
http://www.docomo-kansai.co.jp/mova/products/ko209i/index.html


携帯の歴史2
2005年 2008年2007年2006年

DoCoMo2.0

GPS
モーションセンサー
タッチセンサー

Mobile2.0時代

ナンバーポータビリティー

パケット定額制

オープン時代

2009年 2009年 2010年

ユビキタス時代

ワンセグ携帯



携帯Javaの歴史

■ 1991年
JavaのプロジェクトがSun Microsystems社内部でジェームズ・ゴスリンを中心に発 足。情報家
電や携帯端末のためのプログラミング言語として開発を目標にする。

■ 1994年
Java言語の普及を目的にHotJavaが開発

■ 1995年5月
Sunがそれを正式に発表(インターネット系の言語として認知)

■ 2000年8月
韓国LG Telecom社 Java搭載携帯電話を発売

■ 2001年1月
NTT DoCoMoの503iシリーズ発売を発売



携帯アプリの種類

■ S!アプリ

■ iアプリ

■ EZアプリ

NTT DoCoMoのJava実行環境

SoftbankのJava実行環境

BREW実行環境

BREW上で実行するJava VM、Open Appli Playerが存在

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://techno-st.net/2006/10/31/logo01.png&imgrefurl=http://techno-st.net/2006/10/softbank_mnp.html&h=551&w=507&sz=12&hl=ja&start=22&sig2=UDtqEH6-BLt0Z8VWzxzEcQ&um=1&tbnid=Kc57Blc6QT5HzM:&tbnh=133&tbnw=122&ei=chp6RuqtK52iggO24vl5&prev=/images%3Fq%3DSoftbank%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dja%26lr%3D%26sa%3DN


各実行環境の仕様

NTT DoCoMo Softbank AU

アプリ名 Iアプリ S!アプリ EZアプリ

プロファイル Doja MIDP+MEXA MIDP(OAP)

コンフィグレーション CLDC CLDC CLDC

Jar容量 200K 1M

保存領域 500K Jar領域と兼用

BREW



エンターテイメント: バウリンガル

■ バウンリンガル携帯電話

Vodafone V601SH

音声認識を使い、携帯電話で犬の感情を
表現



エンターテイメント: GAME

■ 携帯ゲーム

モーションセンサーを用いた直感ゲーム



エンターテイメント: TOOL

メーラー 動画Viewer メッセンジャー

ブラウザ



メディアミックス: TV付き携帯電話

Vodafone N601V

■ TV付き携帯電話、ワンセグ携帯



メディアミックス: ラジオ付き携帯電話

■ ラジオ付き携帯電話

携帯電話を利用したインターネットサー
ビスとFM放送を連携させたサービス



メディアミックス: 上媒体からの注文

■ 紙媒体の注文機

¥99,000

商品注文



決済: 自動販売機

■ 自動販売機

携帯電話で決済が可能
コンテンツ購入も可能



決済: 赤外線携帯電話

■ コンサートチケット

携帯電話を用いたコン
サート会場への入門シ
ステム



決済: チケット予約

■ 飛行機チケット

携帯電話で事前にチ
ケットを予約し、発行さ
れたQRコードを発券機
にかざすことで、クーポ
ンを購入



ベンチャー企業とは?

■ ベンチャー企業の定義

「研究開発、デザイン開発における能力発揮型の新規開業企業」

「小企業であるが、独自の存在理由をもち、高収益企業である」

「経営者自身が高度な専門能力と才能ある人々を魅きつけるに足
る起業家精神を有する」

『ベンチャー・ビジネス 頭脳を売る小さな大企業』（日本経済新聞社） 1971年



GClueの求める人材

• 3Dゲームエンジニア

• P2Pゲームエンジニア



GClue Labs

• Skype
• iAppli
• Embedded Linux
• LAMP
http://www.kajas.com
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