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株式会社ソフィアシステムズとのテストツール「SmartMark」販売支援の

合意についてのお知らせ 

 

 

当社は、平成 20 年２月 19 日開催の取締役会において、株式会社ソフィアシステムズ（以下ソフィ

ア社）との間で、当社が販売する Symbian OS テストツール「SmartMark」の販売支援について合意し、

覚書を締結することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．販売支援の合意に至った理由 

当社自社製品である Symbian OS テストツールの「SmartMark」は Symbian 0S を搭載した

ハードウェアデバイスにおける描画・表示系ネイティブＡＰＩの実行処理パフォーマンスを

測定・記録する組込み用アプリケーションコアで、ＮＯＫＩＡ社製統合開発環境

「Carbide.C++」にプラグインして動作し、組込みアプリケーション開発をサポートします。

今回、ＮＯＫＩＡ社の販売代理店で且つ「Carbide.C++」と連携可能な自社製品開発ツールと

技術力を持つソフィア社との販売支援の合意により、販売チャネルの拡大による当該製品の

販売促進を図るとともに、ソフィア社は、「Carbide.C++」販売先への付加価値の高いソ

リューションを提供するなど、双方の企業価値の一層の向上を図ることを目的とし、販売支

援についての覚書を締結することといたしました。 

 

２．販売支援契約の内容 

（１）ＮＯＫＩＡ社製品「Carbide」の販売に伴う「SmartMark」の販売促進 

（２）当該製品についての顧客ニーズの収集による製品サービスの向上 



 

３．株式会社ソフィアシステムズの概要 

（１）名称        株式会社ソフィアシステムズ 

（２）主な事業内容    電子機器の開発、製造、販売、修理、保守ならびに 

コンサルティング／情報・通信サービス業ならびに 

これに付随する工事業／ソフトウェア業 

（３）設立年月日     平成 19 年１月９日 

（４）本店所在地     神奈川県川崎市麻生区南黒川 6-2 

（５）代表者       代表取締役社長 原島 克美 

（６）資本金       90 百万 

（７）従業員数      100 名 

（８）大株主構成 

および株主比率   株式会社ソフィアホールディングス 100% 

（９）当社との関係    ツール販売における支援パートナー。 

資本関係、人的関係はありません。 

 

４．日程 

平成 20 年２月 19 日  取締役会 

平成 20 年２月 19 日  販売支援についての覚書締結 

平成 20 年２月 19 日  販売支援開始 

 

５．業績に与える影響について 

今回の販売支援についての覚書締結による今期（平成 20 年 12 月期）の業績に与える影響は

軽微であります。 

来期以降の業績に与える影響につきましては、判明次第お知らせいたします。 
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株式会社アイ・エス・ビー 

 
アイ・エス・ビー 

ソフィアシステムズ社と自社製 Symbian OSTM テストツール「SmartmarkTM」の 

販売支援で合意 

 
◆報道関係各位 
 

モバイル分野をコア事業とした総合ソリューション企業である株式会社アイ・エス・ビー（本社：東京都品川区、
代表取締役社長 若尾逸雄、14 億 40.6 百万円、東証二部上場企業(9702）、以下アイ・エス・ビー）は、マイコン
開発支援装置の総合システムメーカーである株式会社ソフィアシステムズ社（本社：神奈川県川崎市、代表取
締役社長：原島克美、資本金 90 百万円、ソフィアホールディングス社(JASDAQ 上場企業(6942))の 100％子会
社、以下ソフィア社)との間で、アイ・エス・ビーが開発・販売する Symbian OS テストツール「Smartmark」の販売
の支援について合意に至ったと発表しました。 

 
アイ・エス・ビーは、現在のモバイルコンピューティングの発展と共に成長した企業であり、モバイル分野の全

領域にわたるエンジニアリングサービスとソリューションを提供しています。ソフィア社は、この合意により
「Smartmark」の販売を開始いたします。 

 
「Smartmark」は、Symbian OS を搭載したハードウェアデバイスにおける描画・表示系ネイティブ API の実行

処理パフォーマンスを測定・記録する組込み用アプリケーションコアです。NOKIA 社（本社：フィンランド）製統合
開発環境「Carbide.c++」にプラグインして動作し、組込みアプリケーション開発をサポートします。携帯端末やス
マートフォンなど各種デバイスの UI フレームワークにポーティングすることで、描画系処理パフォーマンスを測
定し、ボトルネック箇所の特定およびチェック、ロット間の比較、ソフトウェア／ハードウェアの問題切り分けをし
たり、テストアプリの実行結果ログをパソコン上に転送して解析することができます。通常、OS 搭載デバイス開
発では、対象デバイスの評価やソフトウェアの実装・チューニング等の場面において、ネイティブな OS そのもの
のパフォーマンスを測定し指標化しておくことが重要となり、それを可能にする「Smartmark」による問題箇所の
早期発見は、製品開発効率の向上と品質向上に貢献します。 

 
アイ・エス・ビーは、今後の成長戦略の中で、Symbian OS 市場を重要な市場の１つとして位置づけており、

NOKIA 社(本社：フィンランド)の販売代理店で且つ「Carbide.c++」と連携可能な自社製開発ツールと技術力を持
つソフィア社との、販売支援の話し合いを続けてきた結果、今回の合意に至りました。 

 
ソフィア社はNOKIA社の販売代理店として「Carbide.c++」、に加えてアイ･エス･ビーの「Smartmark」を扱うこと

により、Symbian OS 搭載デバイス開発に必要なソリューションを一本の窓口から一括して提供可能となり、顧
客に対して便利さと安心感を与えることができます。 

一方アイ・エス・ビーは、Carbide のプラグインツールである「Smartmark」を組込みシステム開発の分野にて
実績のあるソフィア社が取り扱うことにより、販売チャネルの拡大と共に、Symbian OS 搭載デバイス開発にお
ける「Smartmark」の早期ブランディング確立を期待しています。 
 
アイ・エス・ビーの若尾逸雄代表取締役社長は次のように語っています。 
「ソフィアシステムズと販売支援の面で合意できたことを嬉しく思います。弊社は、Symbian OS 市場にいち早

く注目し、Symbian OS 採用メーカーの端末開発に多数参画した経験をともに、培った技術・ノウハウにより、
Symbian OS テストツール「Smartmark」を製品化いたしました。今回のソフィアシステムズ社との販売支援に関
する合意により、アイ･エス･ビーとしては、自社製開発ツールと弊社ツールとの融合によるソリューションの拡
充、弊社としては販売チャネル拡大による販売促進を図り、お客様の多様なニーズお応えできるソリューション
を提供してまいります。」 
 

●株式会社アイ・エス・ビーについて 

株式会社アイ・エス・ビーは 1970 年 6 月に、汎用系・業務系システム開発及びシステム運用を中心とした情



 

報サービス企業として創立し、移動体通信分野の発展性に早くから着眼、事業の柱とすると共に、長年の知識
と経験を駆使し、現在のモバイルコンピューティングの発展に貢献しています。モバイル分野の全領域にわた
るエンジニアリングサービスとソリューションを提供すると共に、流通・製造、金融、医療・介護、官公庁・自治体、
放送、アウトソーシング等、各分野で培ったコア技術とサービス・ノウハウを融合した統合ソリューションの提供
により、お客様の真の IT ニーズに応えることができる IT ソリューションパートナーを目指しています。アイ・エス・
ビーについての詳細は、Web サイトhttp://www.isb.co.jp/ （日本語）、http://www.isb.co.jp/english/index.html 
（英語）を参照して下さい。 
 
 
●株式会社ソフィアシステムズについて 

株式会社ソフィアシステムズは 1975 年に設立され(2007 年 1 月に「株式会社ソフィアシステムズ準備会社」
に全事業を承継し、2007 年 4 月に「株式会社ソフィアシステムズ」に名称変更、株式会社ソフィアホールディン
グスを親会社とする 100%出資子会社となる)、30 年にわたり一貫して組込みシステム分野でリーダ的役割を担
い、マイコン開発支援装置をベースにした包括的な開発ソリューションを提供して参りました。 
ソフィアは、組込み開発の有力企業と、緊密な関係で仕事をしています。また、先駆的なテクノロジ

ーを持つ企業などと、新しいパートナーシップを形成するよう常に努力しています。ソフィアは、多く
のハードウェアエンジニアおよびソフトウェアエンジニアが、限られた時間と予算内で、開発プロジェ
クトを完了させることを可能にする、強力で信頼性のあるリアルタイム・マイクロプロセッサ・エミュ
レーションシステムを一貫して提供しています。この高品質な製品は、企業や官公庁、研究機関、学校
関係などの顧客から、長期にわたり支持されています。 

ソフィアは、国内では、東京および大阪に営業拠点があります。 また海外では、北米、その他アジアや中東、
ヨーロッパに、販売支援網があります。 

ソ フ ィ ア に 関 し て の 詳 細 は 、 ソ フ ィ ア Web サ イ ト http://www.sophia-systems.co.jp （ 日 本 語 ） 、
http://www.sophia-systems.com（英語）を参照して下さい。 

 
●Symbian OS について 

NOKIA、エリクソン、ソニー･エリクソン･モバイルコミュニケーションズ、パナソニックモバイルコミュニケーショ
ンズ、シーメンス、サムスン電子などが出資するSymbian社（本社：UK）が提供するSymbianOSプラットフォーム
は、携帯端末向けに初めから特化・設計された OS です。この OS ではこれまで実装に手間の掛かった高度な
GUI アプリの開発・流用などが容易になるため、高機能・短納期・並行開発・流用化が進む携帯電話端末の基
本 OS として採用されています。 
 欧州では早くから端末機に採用され多数の実績を持っておりますが、日本国内でも NTT ドコモや Softbank の
携帯電話端末に採用されています。 
 
 
●掲載希望日：2008 年 2 月 19 日（火） 
●取扱製品：「Smartmark™ Tools Ver2.0」等 
 
◆本記事に対するお問い合せ先： 
 
(株)アイ・エス・ビー 技術部 
TEL 03-3490-1754、FAX 03-3490-5051 
E-Mail: products@isb.co.jp http://www.isb.co.jp/product/smartmark/index.htm  
 
 
記載の会社名、商品名、商標はそれぞれの所有者に帰属します。 

記事の掲載をご検討頂ければ幸いです。 


