
ヨルダンに住む Ahmad Jarrar 氏は、日常的に Google に触れながら育ちました。 
世界中のすべての人々に情報を届けるための Google のサービスとその理念に触発され
た Jarrar 氏は、9 歳という早い時期から、いつの日か Google と共に働きたいと思うように
なりました。

開発会社 Megabit を創設し CEO を務めるまでになった今、Jarrar 氏はこの成功が Google  
とそのサービスに支えられた結果だと考えています。しかし、成功までの道のりは簡単なもの
ではありませんでした。

Android で夢を形に

大学でプログラミングとソフトウェア設計を学んだ Jarrar 氏は開発者として企業に勤めて
いましたが、仕事の内容は実に退屈なものでした。いつの日か独自アプリを開発して起業し
て稼ぐという夢を抱くようになった彼は、余暇を使って Google のモバイル ソリューション、
特に Android と AdMob について詳しく勉強するようになり、ついには自分 1 人でモバイ
ルアプリの開発を始めることを決意しました。開発者をサポートするという Google の使命
を固く信じていた Jarrar 氏は、Google が夢の実現を後押ししてくれると考え、それまでの
仕事を辞めて Android アプリの開発を始めました。

仕事を辞めた Jarrar 氏は、周囲の人々からアプリビジネスで生計を立てていくことはむず
かしいと口々に批判されましたが、自分自身の力と Google の力を信じてアプリ開発に邁進
しました。

独立した当初、Jarrar 氏はいくつかのアプリで収益を上げたものの生計を立てていくに
は不十分でした。しかし、彼は決してあきらめることなく 2014 年に Megabit の設立を果
たしました。そして彼の執念は実を結び、今や Megabit が開発したアプリ「Wallpapers 
for Chat」は世界的な成功を収め、わずか 3 か月で 420 万ダウンロードを達成していま
す。Android に特化したモバイルアプリとモバイルゲームを開発する Megabit は、頭に浮
かんだ思いつきを何でも具体化して形にする、ひらめきと試行に基づく会社です。Jarrar  
氏は兄弟である Amjad Jarrar 氏と手を組み、全アプリのユーザー インターフェースの設計
など、開発作業の全域にわたって彼の手を借りました。また、Android には Google Cloud 
Messaging（GCM）や Google App Engine といった開発に必要なツールが備わっていたた
め、Jarrar 氏は Google がサポートするプラットフォームで自信を持ってアプリを開発するこ
とができました。

世界に進出

Megabit がモバイルアプリ業界での地位を確かなものにするには、ユーザーベースを拡大す
る必要がありました。そのために母国であるヨルダンにとどまらず、世界に向けて市場を拡大
する必要に迫られた Megabit は、Google から提供されるツールだけを頼りに世界進出を果た
し、成功を収めました。

Google でアプリビジネスを大きく拡大
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Megabit について

• www.MegaBitApps.com

ゴール

•  モバイルアプリ業界で世界的に知名度を上げる

•  ユーザーを大規模に獲得する

•  獲得したユーザーを引き付けて維持する

手法

•  Google アナリティクスでアクティブ ユーザー数
を把握し、最適化でエンゲージメントを促進

•  AdMob のみでアプリを収益化

•  Google Play でアプリを宣伝

•  Google Cloud Messaging でユーザーにプッシ
ュ通知を送信し、アプリの継続的な利用を促進

結果

•  1 か月で 50 万人、3 か月で 420 万人の新規アプ
リユーザーを獲得

•  2013 年 9 月以来、アプリ内広告掲載率は  
100% を維持

•  収益が 5 倍に増加 
（2013 年第 3 四半期との比較）

「巨大産業であるモバイルアプリ業界では、質の高いアプリを提供
することがユーザーの欲求やニーズを満たすことになると確信して
います。」

Ahmad Jarrar 氏
Megabit 創始者兼 CEO

概要
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Megabit は Google デベロッパー コンソールの翻訳ツールを使って元のアプリを短期間
で 14 か国語に翻訳し、今では世界中のほぼすべての国でアプリが使われるようになりま
した。

アプリの最適化でユーザー エンゲージメントを促進

世界進出とユーザーベースの拡大に成功した Megabit は、次なる課題として一度獲得した
ユーザーを継続的に引き付けて維持する方法を模索しました。

2014 年に Google Mobile Apps Summit に参加した Jarrar 氏は、ユーザー エンゲージメ
ントの促進に役立つ Google アナリティクスのさまざまな機能を学び、Google チームから
直接話を聞いたうえで、Google アナリティクスを試してみることにしました。

アプリに Google アナリティクスを導入した Megabit は、それによって得られるようになっ
たモバイル独自の分析情報の価値の高さに驚きました。合計ダウンロード数、特定の時間
にアプリを使用しているユーザー数、ユーザー行動、スクリーン フロー、アプリの開始場所
と離脱場所などを確認できるようになったうえ、ユーザーに関するリアルタイム データがわ
かるライブフィードも利用できるようになったため、さらなる収益アップに向けて最適化す
べきアプリの要素を正確に把握できるようになりました。

人々の毎日の暮らしの中でアプリの利用時間が増え続けていることから、モバイルアプリの
開発と収益化に無限の可能性があると考える Jarrar 氏は、次のように語っています。「巨大
産業であるモバイルアプリ業界では、質の高いアプリを提供することがユーザーの欲求や
ニーズを満たすことになると確信しています。」

AdMob で世界を相手に収益化

設立当初の Megabit はダウンロードを有料とするアプリ配信のプレミアム モデルを導入し
ていましたが、大きな成果が得られないことからアプリ配信を無料モデルに切り替えて、代
わりにアプリ内での広告配信を始めました。すると目を見張る成果が表れ、毎月 50 万人以
上のユーザーを獲得し、1 分間のアプリ利用ユーザー数は 4 千人にも上るようになりまし
た。収益化を AdMob だけで行っていた Megabit は、テキスト広告、イメージ広告、動画イン
タースティシャルを併用し、過去 1 年半にわたって広告掲載率 100% を維持し、企業収益を 
5 倍に拡大する成果を上げました。

こうしたユーザー数と収益の拡大を受け、AdMob がもたらした成果に大満足の Jarrar  
氏は次のように述べています。「Megabit はアプリの品質を重視しており、Google AdMob 
なら品質に応じた収益が得られます。アプリの品質が確かであれば、広告掲載で十分な利
益が得られるのです。これから広告掲載を始める方は、きっと収益が増加の一途をたどるこ
とでしょう。」

成長は Google と共に

Megabit の今後の発展に Google が貢献できるかどうかを尋ねたところ、Jarrar 氏は次の
ように答えました。「私は Google を単なるツールの提供会社とは捉えていません。数多く
の人々がさまざまなサービスの改善に取り組んでいる Google は、当社のパートナーだと
思っています。お金を稼ぐことしか頭にない企業もありますが、Google は常に新しいソリュ
ーションを提供し、人々の生活の質を高めることに真摯に取り組んでいるからです。」

AdMob は第一線のモバイル広告プラット
フォームで、世界中で 65 万個を超えるアプ
リが導入。2006 年より、さまざまな広告フォ
ーマット、広告メディエーション、業界トップ
の広告掲載率を実現し、アプリ開発ビジネ
スの成功を支援。AdMob に組み込まれた 
Google アナリティクスでアプリのパフォー
マンス測定とユーザーの分類を行うことで、
データに基づく効果的な収益化が可能。

詳細: 
http://www.google.co.jp/admob

AdMob について

AdMob だけで収益化を図ってい
た Megabit に目を見張る成果が
表れ、毎月 50 万人以上のユーザ
ーを獲得し、1 分間のアプリ利用
ユーザー数は 4 千人に上るよう
になりました。そして AdMob を使
って過去 1 年半にわたって広告
掲載率 100% を維持し、企業収益
を 5 倍に拡大する成果を上げま
した。


