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今号の小特集では「スマートフォンから見る ICT 技術」と題して，身近なスマートフォンを通して見
えてくる様々な技術についての解説をお届けします．
市場への実質的な登場から僅か数年で爆発的な普及を見せたスマートフォンは，国内での普及率は 7

割を超え，パソコンのそれと並ぶ勢いです．（注：情報通信白書平成 29 年版による．）若年層への普及
率は 9割を超え，まだ買ってもらえない子もいるだろう 10 代でも 8割という数字は驚異的とも言えま
すが，日常感覚ではもはや「皆持ってて当たり前」な状況です．先日訪れた高校の文化祭では，スコア
の計算や効果音発生器，観覧予約サービスなどあらゆる場面でスマートフォンを様々に使いこなす高校
生たちが印象的でした．携帯電話が一足先にポータブルデバイスとして普及の先べんを付けていたとは
言え，はるかに多くのことができるスマートフォンは，手の平の中の情報機器として最も身近な ICT 技
術の担い手になったと言えるでしょう．
しかし，身近であるからといって，そこに込められた技術まで見えているわけではありません．実際，

小特集の構成を組み立てる際には，その幅広さに圧倒されることとなりました．ハードウェアでは半導
体素子に始まり，アンテナ，バッテリー，カメラ，種々のセンサ，ディスプレイ，そしてそれを効果的
にコンパクトに実装する技術，一方のソフトウェアではオペレーティングシステムの構成，アプリ，イ
ンタフェースを実現するデザイン，更には，無線接続された先に広がるインターネット，その先のサー
バとサービス，運用技術……．それぞれに最先端の技術が投入され，文字どおりその結晶として目の前
に製品としての端末が存在しています．手の平に収まっているのは小さな電子機器でしかありませんが，
世界中のサービスとつながっているために，これに関わる技術範囲は余りにも広かったのです．
そんな中からピックアップした 5本の記事は，体系立った説明というより，幅広さを感じて頂くための
点描したトピックスといった趣です．そのため，自分の専門に近い分野には詳しくても，離れた分野に関
しては素人で，「こんなことになっていたのか」と目をみはらせられることしばしばという状況でした．
毎日使う身近な機器だからこそ，そこから多様で奥深い技術へとつながっている感覚を持ってもらい，

興味の入り口になってもらいたい，高校生や大学生，あるいは社会人の若手など，技術分野の広がりを
知ってもらうきっかけとなる記事となることを願っております．読者の皆様には，是非御家族やお知り
合いなどに記事を御紹介頂き，たくさんの技術がつながっている様子を知ってもらうのにもお役立て頂
ければ編集担当冥利と言えます．
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1 はじめに
IoT（Internet of Things）は 2016～2020 年にかけ

て約 3 倍以上に拡大 （1）し，IoT から派生する大量の未分
析のデータ（ビッグデータ）の多くはスマートフォン（以
下スマホ）を経由する．結果としてモバイルトラヒック
は 2020 年までに現在の 8 倍以上になると推定される （2）．
モバイルトラヒックの急増に対応するために，モバイル
通信は 2020 年を目標に第 5 世代（5G）へ移行し （3），
2015 年時点から 70 倍以上 （4）の通信容量を実現しよう
としている．スマホ本来の役割から，徹底的な省電力の
中で高性能化を実現する必要があり，パソコンやサーバ
より先端の半導体集積回路（以下 IC）技術を先に適用す
る．そして IC の性能を最大効率で作動させるために，
先端の IC パッケージ技術（以下パッケージ）が重要な
役割を果たす．図 1 に示すように，スマホの限られたマ
ザーボード面積上に，とても多くの IC を搭載する必要
があり （5），高性能アプリケーション（以下アプリ）に対
応し，かつ省電力による長時間のバッテリー作動が求め
られる．そのために IC パッケージは，マザーボードに搭
載する面積（体積）を最小にし，かつ作動時の IC の電

源や信号の損失を最小にしなければならない．
本稿では，最も性能要求が高い AP，グローバル対応

の多くのバンドの RF フロントエンド，更に機能が増え
続けているセンサに対する IC パッケージに焦点を当て
る．そして，最新の高性能スマホではどのような IC
パッケージが適用され，性能要求をどのように達成しよ
うとしているのかについて解説する．

2 オーディオアンプ及び
電源管理 IC

オーディオアンプや電源管理 IC に求められているの
は，IC の性能を電力損及び信号雑音を最低限で作動さ
せ，かつできるだけ小さなサイズでマザーボードに搭載
することである．その要件にふさわしいパッケージとし
て WLP（Wafer Level Package）のパッケージが主に
使われてきた．WLP は図 2 に示すように IC チップ（ダ
イ ） の ウ ェ ー ハ の 状 態 で RDL（Re Distribution 
Layer：再配線層）によりダイの IO パッドをマザーボー
ドへ搭載可能な BGA（Ball Grid Array）の配置まで配
線をする．多くは IO パッドから内側に配線するので

ファンイン配線と呼ぶ．絶縁層にはポリマー
材料が使用され，配線及びダイとの接続や
配線層の間の接続のビアは Cu めっきにより
形成される．

表 1 に示すように，iPhone シリーズにお
ける WLP の数量は年々増してパッケージの
主役になっている （6）．

しかし国際半導体技術ロードマップ委員会
が策定する IC のテクノロジーノードは 1.5～
2 年の周期でゲートピッチの 70％前後縮小
を目指して進化を続けている．ダイの面積も
それに比例して 50～70％近くまで縮小する．

結果として，ダイのロジック単価が下が図 1　スマホの半導体 IC（iPhone 7 の内部構造を参照 （5））
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り，信号速度を早くでき，消費電力も減る．ダイ面積の
縮小に伴い，同じ接続端子数を維持するためには，基板
とのはんだ接続の BGA のピッチも同じ比率で縮小する
必要がある．しかし BGA ピッチの最小は現世代では
400 μm で，それ以下にすることは許されない．BGA
ピッチを縮小するとマザーボードの配線密度が上がるた
め，マザーボードのコストに大きく影響するからであ
る．スマホのマザーボードの大きさは，ボディサイズと
電池などの配分から決定され，搭載された IC パッケー

ジや抵抗やキャパシタなどの受動部品を配線するデザイ
ンルールを統一することで低コストかつ高密度な配線を
実現している．進んだテクノロジーノードの採用でダイ
面積を小さくすればダイのコストは下がるが，WLP か
ら縮小前のパッケージサイズにするためには元のダイサ
イズと同じパッケージが必要となる．ダイの IO 端子か
らマザーボードに搭載できる BGA ピッチまで広げるの
をファンアウトと呼び，WLP 構造と同様な RDL をファ
ンアウトに使うので FO-WLP（Fan Out-Wafer Level 
Package）と呼ぶ （7）．図 3 に示すようにダイにフィラー
入りのエポキシ樹脂であるモールドなどでダイのボ
ディーを擬似的に拡張して WLP と同様な RDL により
配線を行う．オーディオアンプは機能が固定されていて
IO 端子数は増加しないので，WLP での IC 製品もまだ
使われているが，次第に FO-WLP へ変わりつつある．

多くの RF IC 用の電源管理用 IC は WLP で対応し，
オーディオアンプと同様にシリコンチップサイズの縮小

（ダイシュリンク）ができなくなった時点から FO-WLP
へ移行しつつある．ただし，主電源用の電源管理 IC は
電力使用最小で最大の性能を引き出すために非常に高い
電圧レベルとそれを高速で制御する必要があるため年々
IO 端子数が増え続け，WLP の許容範囲を超えた．その
ため，ファンアウトが必須になり FO-WLP の採用が急増
している．

ファンアウトがパッケージの基本的な役割を行う基
板を示すのに対し，ワイヤボンドやフリップチップでダ

イ接続を行う方法をワイヤボンパッケージ，
またはフリップチップパッケージと呼ぶ．

従来タイプのパッケージとしては電源損及
び信号雑音の最小化という点ではフリップ
チップが最も優れており，AP や BB（Base 
Band）などに適用されてきた．そのフリップ
チップとパッケージのマザーボード搭載時や
作動時の発熱による変形を図 4 に比較する （8）．

RDL（Re Distribution Layer）

図 2　WLP（Wafer Level Chip Scale Package）

Fan-out 
area

Fan-out 
area

Interconnects

図 3　FO-WLP（Fan Out-Wafer Level Package）

図 4　FO-WLP とフリップチップの熱変形 （8）
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表 1　iPhone シリーズにおける WLP の数量の変化

iPhone
機種 初代 3GS 4S 5 5S 6 7

WLP
数 2 4 7+ 11+ 22+ 26+ 28+
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フリップチップでは基板とダイとの CTE（Coefficient 
of Thermal Expansion：熱膨張係数）の差からパッ
ケージに対しての熱応力による反りが発生するが，FO-
WLP では RDL にポリイミド系の材料を適用し基板に
比べ約 1/10 以下の厚み，更にガラス転移温度も使用範
囲の 260℃以上で更にダイのシリコンに対して相対的
にかなり低弾性率であることから反りがほとんど発生し
ない．更に電気特性の比較を図 5 に示す．図 5 右上に
フリップチップと FO-W　P の仕様を，右下には信号品
質や電源品質を計算するためのモデルを示す．図 5 左
下にモデルにおける抵抗器（R），コイル（L），コンデ
ンサ（C）（以下 RLC）成分の抽出結果を示す．FO-
WLP は FCCSP に対して RLC 成分が大幅に少なく，こ
れは AP のみならず，5G モバイル世代のミリ波などに
対してもふさわしいパッケージであることが分かる （8）．

3 AP用 FO-WLP
AP における最新の DRAM かつ容量を選択できるハ

イエンドでは，図 6 に示すように AP と DRAM が PoP

（Package on Package）という構造になっている．こ
れは DRAM の搭載面積を AP と重ねることで削減する
こと，更に高速化するメモリバス信号雑音の最小化のた
めに配線長をより短くする．AP の周波数が年々上昇し
最 新 の iPhone 7 で は iPhone 6S の 1.85 GHz か ら
2.33 GHz，更に CPU コアの数も 2 から 4 に増えた （9）．
コア数を多くすると当然アプリケーションにより電流変
化が大きくなり電源雑音が増す．そのために iPhone 5
からは AP の基板の中にカップリングキャパシタを埋め
こむ部品内蔵基板によるフリップチップ構造が採用され
ている．

PoP のパッケージ高さは全ての IC の中で最も高く，
電池の厚みと PoP パッケージ高さのどちらかがスマホ
のボディ厚みを決定するほどである．

FO-WLP とフリップチップの PoP との高さは，それ
ぞれ約 0.8 mm と約 1.1 mm で，FO-WLP は約 0.3 mm
も高さを低くできる．図 7 に FO-WLP の断面構造とそ
の製造プロセスを示す．RDL は 3 層，電源雑音吸収の
デカップリングキャパシタ（キャパシタ）も半導体プロ
セスが最新で性能が高い．RDL 層はポリイミドで

図 6　FO-WLP PoP とフリップチップ PoP の比較

図 5　FO-WLP とフリップチップの電気特性比較 （8）

168 通信ソサイエティマガジン　No.43  冬号 2017



Technology Reviews and Reports 小特集 スマートフォンから見る ICT技術解 説

7 μm 前後の厚みで大変薄く剛性がないので，ガラスプ
レート上でのダイの搭載プロセスが行われ，モールドで
固めた後にガラスを外し RDL を形成する．

図 8 にフリップチップと FO-WLP の PoP 構造におけ
るメモリ動作時の電源雑音の比較を示す．RDL の下部

にデカップリングキャパシタを搭載することで FO-
WLP によりキャパシタとの距離が 1/3 以下になり，電
源雑音の観点から電源変動雑音が従来構造に比較して
47％まで改善された．更にパッケージの熱抵抗も約
20％低減できた （10）．これは基板が大幅に薄くなったこ

図 7　AP 用 FO-WLP の断面構造と製造プロセス

図 8　電源雑音の品質比較 （10）
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と，AP ダイの上部のモールドがなくなったことが寄与
した．この電源雑音品質及び熱抵抗の大幅な改善により
iPhone 7 では AP のテクノロジーノードは iPhone 6S
と同じ 16 nm のままで周波数を 1.5 倍，コア数を 2 倍，
性能を 1.4 倍に上げることに成功した （9）．

フリップチップから FO-WLP への変更により大幅な
電源雑音削減ができたことから CPU の周波数を上げる
ことで性能向上できた．

4 RFフロントエンド
スマホの中でかなり大きな面積を使っているのが，

RF フロントエンドと呼ばれる SiP（System in Package）
である．SiP は複数の IC 及び受動部品（パッシブ）を
集積して一つの機能 IC モジュールにするパッケージで
ある．スマホではアンテナから入った電波は最も電波の
強いバンドを感知して，スイッチによりそれにふさわし
いバンドフィルタを作動させ，信号を増幅させ BB を経
由して CPU へデータを転送する．グローバル対応スマ
ホの典型である iPhone 6S においては日本用のモデル
で 対 応 バ ン ド が 41 あ り （11），3G，LTE（Long Term 

Evolut ion），LTE-A（Long Term Evolut ion-
Advanced）に対応するバンドに応じてセラミックの
SAW（Surface Acoustic Wave） フ ィ ル タ，MEMS

（Micro Electro Mechanical Systems）の BAW（Bulk 
Acoustic Wave Filter）フィルタをバンドのトランシー
バとレシーバの数だけ用意する．それを SiP の中に七つ
前後のバンド対応できるように図 9 左側に示すブロッ
ク図のように，RF フロントエンド SiP はフィルタ，ス
イッチ，増幅器それとスイッチへの切換情報を伝えるイ
ンタフェース IC を持つ．

RF のフロントエンドは 5～7 mm 前後の大きさで
SiP としてのパッケージ密度は高く，図 10 に示すよう
にマザーボード上で四つの RF フロントエンド SiP が搭
載されているが，マザーボード全体の中のかなりの面積
を占めているのが分かる．

5G においては，まだ最終決定されていないもののス
マホ用にはミリ波あるいは準ミリ波の電波が適用される
予定である．その場合には 3G 対応を止めないとすれば，
LTE 及び LTE-A への RF フロントエンドに，5G 用が追
加されることになる．図 9 に示すように 5G においては
グローバルに使用するバンドを共通化しようとしている
ので使用されるバンドは多くないが，ミリ波においては
アンテナから信号を処理する RF の IC までの配線を伸
ばせないことから RF の回路に A-D 変換までの RF アナ
ログの信号を A-D 変換してディジタル化する機能まで
を SiP 構造で一体化する．

5 センサ
現在スマホには圧力，加速度，GPS，ジャイロ，環境

光検出，磁気，近接，指紋認証など多くのセンサが搭載
されている．それらの主体は MEMS である．それぞれ
の MEMS に対してセンサからの信号を増幅する増幅器
及び信号の処理 IC が必要になるため，これらの全体の
面積もスマホ全体の面積においてかなりの占有率になっ
ている．これらのセンサの処理回路を共通にし，センサ
機能を統合可能な範囲で SiP することができれば専有面
積及びパッケージコストを大幅に削減できる．図 11 は
FO-WLP による SiP の製造過程（上図赤枠）と完成時
の断面構造（下図）を示す （12）．

このパッケージによりセンサの出力を増幅する増幅
器とその電源，そのデータを処理するコントロールチッ
プの組合せを一体化する．FO-WLP ではダイをはんだ
接続しないなどで，複数の MEMS や IC を搭載する面
積を最小にできる．RDL を上部に追加することで圧力
センサなど外部応力の影響を受けるため，モールド内部
に入れられないものは上部に 3D 構造で搭載できること図 10　スマホの RF フロントエンド

図 9　現行と 5G 対応スマホの RF フロントエンド
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など柔軟な構造が期待できる．今後はこのような FO-
WLP による 3D 構造に期待がかかる．

6 FO-WLPのパネルサイズで
の製造

図 12 に FO-WLP と FBGA（Fine Pitchi Ball Grid 
Array： ワ イ ヤ ボ ン ド ） と FCCSP（Flip Chip Chip 
Scale Package：フリップチップ）とのコストを横軸

パッケージサイズ，縦軸にコストとして比較した．FO-
WLP の製造サイズを 12 インチウェーハサイズでの製
造（ウェーハサイズ製造）とプリント基板製造と同じ
500× 500 mm サイズでの製造（パネルサイズ製造）
を比較対象とした．

FO-WLP のテクノロジーとしては，ダイファースト
（ダイ搭載→モールド→ RDL のプロセス順序） （13）のパッ
ケージサイズ 10 mm 以上では 2 層，10 mm 以下では
1 層の RDL を仮定した．12 インチでは 5 mm（前後）

以上，また 10 mm（前後）以上において，
それぞれ FBGA 及び FCCSP のコストを上
回る．AP 用 PoP が採用している 15 mm で
は大きなコストアップになり，加えて電源
強化による 3 層 RDL では更なるコストが積
み重なる．パネルサイズでは FBGA 及び
FCCSP に対して，8 mm 角（前後）及び
15 mm 角（前後）までコスト競争力を持つ
ことになると推定されている．

センサモジュールを想定した場合の比較
パッケージはワイヤボンドによる SiP とな
る．

ウェーハでの製造では 5 mm 以上のサイ
ズでワイヤボンドパッケージよりコスト
アップになるため使用できない．したがっ
てパネルサイズの実現が必須となる．パネ
ルサイズ製造においては，モールドの熱硬
化時の体積収縮によるダイ位置のシフト，
現在のパネルサイズ 500× 500 mm から更
に製造サイズが大きくなるに伴い配線用の
Cu めっきの厚みの均一化が難しいことなど
が大きな課題となる．現在パネル開発は始
まったばかりで結果が見えるのが 2018 年
後半になる見込みだが，5G が始まるまでに
めどが立つとするとセンサモジュール以外
に 5G 用のアンテナモジュール，なおかつ
5G との共存で更なる小形化要求が高まり
LTE の多くのフィルタの統合を FO-WLP で
実現できる可能性がある．更に，スマホに
搭載されている DRAM については 2019 年
からの LPDDR5 に対して，ハイエンドでは
更 な る パ ッ ケ ー ジ の 薄 形 化 実 現， 及 び
LPDDR4 からのバス周波数 2 倍化により
FO-WLP の適用が検討されている．

これに対してもワイヤボンドからの切換
になるので，コストインパクトの最も少な
い形での移行が可能になる．

図 12　FO-WLP と従来タイプパッケージとのコスト比較

図 11　FO-WLP による SiP （12）
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7 まとめ
スマホのマザーボードは限られた面積（体積）をバッ

テリーサイズの増大に伴い，できるだけ小さくすること
を要求され続け，その結果パッケージにはダイと同じ大
きさ（に近い）WLP の採用が増え続けている．WLP の
ダイが小さくなるにつれて BGA ピッチを維持するため
に FO-WLP が導入された．更に AP などの高速動作が
必要な IC はサーバや PC よりも早く先端のテクノロ
ジーノードの半導体が適用され，その IC の電源及び信
号の損失を最小にして作動させるパッケージとしても
FO-WLP の技術開発が進み，2016 年から AP への採用
が始まった．更にグローバル対応のバンド数に対応し，
その上 5G が加わる RF フロントエンドの SiP にも適用
の期待が高い．現在センサの機能増加に伴い，面積（体
積）及びコストも増加の一途をたどっている．小面積
化・低コスト化のためにも FO-WLP を用いた SiP 構造
の適用が望まれる．しかし，現在の 12 インチウェーハ
での製造では，ワイヤボンドのパッケージよりコスト
アップになるため，せっかくの優れた特性が適用できな
い．500× 500 mm 以上の製造プロセスが確立するこ
とで FO-WLP による SiP 構造適用が可能になる見込み
であり，現在その開発が進行中で 5G 開始のタイミング
と同じ時期での量産開始が期待されている．
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1 はじめに
近年のスマートフォンやタブレットの普及に伴い，モ

バイル利用時のトラヒック増大が顕著である．特に無線
LAN（Local Area Network）はセルラシステムの通信
容量を緩和・解消するためのトラヒックオフロード用途
として様々な場面で利用されるようになり，トラヒック
が大幅に増大している （1）．また，訪日外国人の増加に
伴い，通信事業者による訪日外国人向け無線 LAN サー
ビスや，観光地または自治体により無料で利用可能な無
線 LAN ホットスポットの設置が進んでいる （2）．

一方，セルラシステムとは異なり，無線 LAN が利用
できる面的なエリアは一般的に限定されており，無線
LAN が利用できないエリアにてスマートフォンによる
通信を行う場合はセルラシステムに切り換える必要があ
る．また，都心部の無線 LAN ホットスポット等では
Access Point（AP）が乱立することで快適な無線 LAN
の利用が困難なエリアも数多く存在する （3）．

セルラシステムと無線 LAN の間の切り換えにはユー
ザ体感品質の低下や通信接続断を防ぐための様々な技術
が標準化・実用化されている．更に，昨今はセルラトラ
ヒックの大幅な増大に伴い，セルラシステムの通信容量
を拡大する手段として，セルラシステムにて使用されて
いる無線局免許を必要とする周波数帯域（ライセンスバ
ンド）と無線 LAN にて使用されている無線局免許を必
要としない周波数帯域（アンライセンスバンド）を同時
に利用する様々な技術が議論されている．

本稿では上記で述べた状況を鑑み，セルラシステムと無
線 LAN 間を連携させるための技術について解説を行う．

2 連携技術の整理
2.1　切換と同時利用

スマートフォン等において，セルラシステムと無線

LAN の両方が同時に利用可能なエリアに存在する場合，
各々のインタフェースの切換（図 1）と，両方のインタ
フェースの同時利用（図 2 及び図 3）の，2 通りの利用
方法が想定される．

例えば帰宅後，自宅に設置された無線 LAN AP のエ
リア内に長時間滞在する場合はセルラシステムと無線
LAN 間の“切換”が必要となる．

一方，移動時に無線 LAN エリアへの出入りを繰り返
す場合は，無線 LAN エリアの通信品質低下をセルラシ
ステムにて補完することができる“同時利用”が望まし
い．更に，無線 LAN エリアとセルラシステムの両方が

 図 3　セルラシステムと無線 LAN の同時利用
（通信容量を拡大する場合）     　

 図 2　セルラシステムと無線 LAN の同時利用
（通信品質の相互補完の場合）  　

 図 1　セルラシステムと無線 LAN の切換
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安定的に利用できる場合は“同時利用”により，通信容
量の拡大が可能となる．

2.2　連携技術の目的
セルラシステムと無線 LAN 間を連携させる技術は，

以下のとおり連携させる目的ごとに整理できる．それぞ
れ，多数の技術が標準化・実用化されている．
① 無線区間での同時利用

セルラシステムにて用いられるライセンスバンドと，
無線 LAN にて用いられるアンライセンスバンドを同時
に利用することで通信品質の安定化や通信容量の拡大を
実現する技術．
② ユーザ体感品質の向上

ユーザの手を煩わさず，自動的にセルラシステムと無
線 LAN 間を切り換える，または同時利用させる技術．
③  セルラのコアネットワークでの無線LANトラヒック
の収容
LTE（Long Term Evolution）を収容するコアネット

ワークである Evolved Packet Core（EPC）にて無線
LAN を扱うための技術．

本稿では切換・同時利用それぞれについて，上記①～
③について説明する．

3 無線区間での連携
アンライセンスバンドで利用する通信方式や，周波数

の組合せにより複数の方式が標準化・実用化されている．

3.1　端末内ソフトウェアでの同時利用
端末内のアプリケーション層にてセルラシステムと

無線 LAN を同時利用が実現可能である．例えば，LTE
と無線 LAN の両方を利用可能としている端末にて，
Hypertext Transfer Protocol（HTTP）のレンジリク
エストにより，LTE と無線 LAN で異なるデータレンジ
をコンテンツサーバから取得し，端末内部でコンテンツ

の結合を行う．この方式では，端末内部のソフトウェア
の追加のみで実現が可能であり，コンテンツサーバ側へ
の機能追加は不要であり，簡易に実現可能であることか
ら，各社で実用化が行われている （4）， （5）．一方で，無線
区間を考慮した高精度なスケジューリングは困難であ
り，またソフトウェアでの処理を行うため，パフォーマ
ンスは相応のものとなる（図 4）．

3.2　Multi-Path TCP（MPTCP）
LTE 及び無線 LAN のそれぞれについて，Transmis-

sion Control Protocol（TCP）セッションを確立するプ
ロトコルであり，トランスポート層での同時利用を実現
する技術である．

Internet Engineering Task Force（IETF）にて標準
化が完了しており，端末 OS やコンテンツサーバ側への
対応が進んでいる （6）．また，コンテンツサーバ側にて
MPTCP へ対応していない場合であっても，通信経路の
途中に MPTCP セッションを中継するプロキシサーバ
を配置することで，MPTCP での通信を行うことが可能
となる．

現在，韓国のオペレータを中心に商用化されてお
り （7），今後の世界的な普及が見込まれる．また，iOS に
ついては iOS7 以降にて MPTCP が実装されている （8）．

3.3　LTE-WLAN Aggregation（LWA）
LWA はライセンスバンド側では LTE を使い，アンラ

イセンスバンド側では無線 LAN（IEEE802.11）上で
LTE の上位層である Packet Data Convergence Proto
col（PDCP）層のパケットを送信し，同時に使用する
ことで，ユーザスループットの向上を実現する技術であ
る．すなわち，アンライセンスバンド側での物理層 /
Medium Access Control（MAC）層は IEEE802.11 パ
ケットそのものであり，同一周波数帯域に複数システム
が共存する際の問題は発生しない．

LWA では，コンテンツサーバから流れるトラヒック
は LTE の 基 地 局（ 以 下，eNB） に て LTE 側 と 無 線
LAN 側へ分離される．3GPP では，eNB と無線 LAN
間のインタフェース（Xw インタフェース）が規定され
ている （9）．

Licensed-Assisted Access（LAA）同様 Rel-13 にて
ダウンリンクを中心に標準化が完了し，Rel-14 にてアッ
プリンクを含めた標準化が完了している （9）．また，eNB
や端末，AP について LWA に対応する必要がある．

3.4　Licensed-Assisted Access（LAA）
LAA はライセンスバンドではセルラシステムシステ

ム，アンライセンスバンド側では無線 LAN にて利用さ 図 4　端末内ソフトウェアでの同時利用

174 通信ソサイエティマガジン　No.43  冬号 2017



Technology Reviews and Reports 小特集 スマートフォンから見る ICT技術解 説

れる 5 GHz 帯域を用いる技術であり，3GPP にて国際
標準化が行われている．アンライセンスバンドでは
LTE を改良した伝送方式が用いられる．LAA は複数バ
ンドを同時に用いる Carrier Aggregation（CA）にお
いてセカンダリセルにアンライセンスバンドを用いる方
式であり，主に無線帯域を拡大することでユーザスルー
プットを向上させることを目的としている．セカンダリ
セルで使用するアンライセンスバンドは無線 LAN など
他システムと同一の周波数帯域を共有することから，無
線 LAN と同等のキャリヤセンスを行った後に送信する
メカニズムである Listen-Before-Talk　（LBT）が新た
に規定されている （10）．Rel-13 にてダウンリンクを中心
に標準化が完了し，Rel-14 にてアップリンクを含めた
標準化が完了している．

基地局や端末は LAA に対応する必要があるが，無線
に最も近いレイヤにてスケジューリングを行うことか
ら，無線区間における通信品質を考慮した効率的なスケ
ジューリングが可能となる．LAA については各社で屋
外トライアルが実施されている．

図 5 に上記 4 方式についての比較を示す．（1） ～ （4）
に向け，結合・分離を行うレイヤはより物理層に近づ
き，同時利用時のスループット特性は向上することが期
待される．一方，結合・分離を行うレイヤがアプリケー
ション層に近づくほど，ソフトウェアでの実装が可能と
なり，安価に実装することが可能となる．そのほか，
LTE をアンライセンスバンドのみで利用可能とする技
術である MulteFire （11）や，アンライセンスバンド側に
て LBT を行わない LTE-U （12），IP 層にてライセンスバ
ンドとアンライセンスバンドのシステムを結合する
LTE WLAN Radio Level Integration with IPsec 
Tunnel（LWIP）などが議論されている．また，IEEE 

1932.1 （13）と呼ばれる標準化グループが新たに立ち上
がっている．これは，ライセンスバンドとアンライセン
スバンドを同時に動作する通信システムにおいてメカニ
ズムを規定する予定である．表 1 に 3. にて述べた連携
方式の一覧を示す．

4 ユーザ体感を向上させるため
の技術

4.1　 Access Network Discovery & Selec-
tion Function（ANDSF）

ANDSF は 3GPP にて標準化が行われた，効率的にセ
ルラシステムと無線 LAN 間の切換を実現する技術であ
る （14）．

図 6 に ANDSF の概要を示す．オペレータネットワー
ク等に配置された ANDSF サーバは，接続されている端
末向けに HTTP 上において Extensible Markup Lan-

 図 5　ライセンスバンドとアンライセンスバンドの連携方式比較

 表 1　連携方式の整理
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guage（XML）フォーマットで記載されたポリシーの配
信を行う．このポリシーには，無線 LAN や LTE/3G 等
へ切換を行う場所や時刻，アクセス先のアドレス情報，
SSID 等が記載されており，端末はそのポリシーに応じて
利用する端末を切り換えて使用する．多数のソフトウェ
アベンダが ANDSF のクライアント／サーバを開発して
おり，一部オペレータにて商用導入が行われている （15）．

4.2　ホットスポットへの接続操作の簡易化
スマートフォン等が無線 LAN ホットスポットに接続

する際は，接続するごとに適切なネットワーク（SSID）
の選択，ユーザ名やパスワード，暗号化鍵の設定，規約
への合意など，様々な操作が求められる．これらの操作
の 簡 易 化 の た め，Wi-Fi Alliance（WFA） で は
Passpoint と呼ばれる技術の規格化が行われ，多数の機
器が認定を取得している．図 7 に Passpoint の概要を
示 す．Passpoint で は，Release1 と Release2 の 2 段
階の認定プログラムを策定している．Release1 では，
最適なネットワークの自動検出と自動選択及びセキュア
な接続をサポートしている．また，Release2 では，契
約を持たないユーザでもその場で簡単にアカウントを作
成 で き る オ ン ラ イ ン サ イ ン ア ッ プ（OSU：Online 
Signup）機能や，プロファイルを自動的にダウンロー

ドすることにより簡易設定を実現する機能をサポートし
ている．Passpoint により，スマートフォンでの無線
LAN の利便性がセルラシステムと同等になることが期
待できる（図 8）．

また，通信キャリヤで展開している無線 LAN ホットス
ポ ットに 求 め る 品 質 や 機 能 の 要 件 で あ る“Wi-Fi 
Vantage”の認定が開始されている （16）．“Wi-Fi Vantage”
では，上記で述べた Passpoint や IEEE802.11ac などが
利用可能であることが機器認定取得のための条件となっ
ている．

また，無線 LAN キャリヤの団体である Wireless 
Broadband Alliance（WBA）では，通信キャリヤによ
る無線 LAN ホットスポットの高度化を目的とした議論
が進められている．

事業者間ローミングの仕組みを規定する認定プログラ
ム で ある NGH（Next Generation Hotspot）Program
では，国際ローミング環境下でも無線 LAN 利用時のユー
ザの利便性をセルラシステムと同等レベルまで高めること
を目的とした仕様の策定を行っている．具体的には，
WBA で規定した事業者間相互接続のための技術仕様と
ローミング精算を規定している Wireless Roaming Inter-

 図 6　ANDSF の概要  図 7　Passpoint の概要

 図 8　Passpoint の利点
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mediary eXchange（WRIX）と，上述の Passpoint を適
用している．WBA では，NGH の認定プログラムの策定
にあたり，多数のオペレータにより相互接続試験を行う

“NGH Trial”が 1～2 年ごとに実施されている．

4.3　モバイルコアネットワークへの無線 LAN の収容
3GPP では，無線 LAN のトラヒックをセルラシステ

ムのコアネットワークである EPC にて収容可能とする
技術が規定されている．図 9 に収容方法の一例を示
す （17）， （18）．図中，上部は既存のモバイルコアネットワー
ク，下部は主に SIM カードを用いた認証／暗号化等が
行われる信頼できるセルラシステム以外の非 3GPP 無
線アクセス（以下，Trusted Non-3GPP Access），ま
た は 暗 号 化 技 術 で あ る IP Security Architecture

（IPsec）等により通信路の暗号化が別途必要となる信頼
できないセルラシステム以外の非 3GPP 無線アクセス

（以下，Untrusted Non-3GPP Access）である．
Trusted Non-3GPP Access とコア NW 間はユーザ

データを転送する S2a と呼ばれるインタフェースで接
続される．S2a インタフェースで接続された無線 LAN
サービスではネットワークを高度化することにより，
S2a Mobility Over GTP（SaMoG）と呼ばれる，無線

LAN とセルラシステム間で同一の IP アドレスを利用す
ることでシームレスなハンドオーバを実現することが可
能となる．

一方，Untrusted Non-3GPP Access では，端末と
ePDG の間に IPSec による暗号化を行い，ePDG とコ
アネットワーク間でユーザデータを転送する S2b と呼
ばれるインタフェースで接続される．

4.4　 無 線 LAN に よ る 音 声 通 話 サ ー ビ ス“Wi-Fi 
Calling”

Wi-Fi Calling は主にアメリカのモバイルオペレータ
（AT&T，T-Mobile，Sprint 等）から提供される，セル
ラシステム用の電話番号で無線 LAN 上での通話を可能
とする VoIP サービスである．例えば，セルラシステム
のエリア外であっても，自宅または無線 LAN ホットス
ポットエリアであれば携帯電話番号による音声通話の発
着信が可能となるサービスである．

Wi-Fi Calling の一般的なネットワーク構成を図 10 に
示す．Wi-Fi Calling では，無線 LAN での接続を 3GPP
にて規定されている“Untrusted Non-3GPP Access”
とみなし，S2b インタフェース接続により，セルラシス
テムのコアネットワークへ音声データを収容している．

 図 9　モバイルコアネットワークへの無線 LAN の収容

 図 10　Wi-Fi Calling の網構成
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端末側には IPsec クライアントの実装，コアネットワー
ク側には enhanced Packet DataGateway（ePDG）の
設置が必要となる．

5 むすび
本稿ではセルラシステムと無線 LAN 間の連携技術に

ついて述べた．近年のスマートフォンの普及に伴い，セ
ルラシステムと無線 LAN の間を連携させる際のユーザ
の体感品質を向上させるための様々な技術が実装・導入
されている．今後も各オペレータ・ベンダによる技術導
入や，5G 時代における無線 LAN との連携技術の発展
に大きく期待している．

■ 文献
（1） Cisco Visual Networking Index: Global Mobile 

Data Traffic Forecast Update, 2016–2021 White 
Paper, Nov. 2017.

（2） “整備促進に関する取組の説明について，”総務省 /
観光庁 無料公衆無線 LAN 整備促進協議会第 4 回幹
事会，2017 年 2 月．

（3） Y. Inoue, Y. Takatori, Y. Asai, M. Mizoguchi, M. 
Cheong, and J. Sung, “Beyond 802.11ac―A very 
high capacity WLAN,” IEEE802.11-13/0287r3, 
March 2013.

（4） Samsung Download Booster, http://www.
samsung.com/uk/support/skp/faq/1061358

（5） 安田浩人，森岡康史，森広芳文，奥村幸彦，“セルラ
及び Wi-Fi の同時利用による Web 体感品質向上の検
討，” 信 学 技 報，CQ2013-42，pp.85–89, Sept. 
2013．

（6） A. Ford, C. Raiciu,  M. Handley, and O. 
Bonaventure, “TCP extensions for multipath 
operation with multiple addresses,”IETF 
RFC6824, Jan. 2013. 

（7） S.H. Seo, J. Ryu, J. Kim, S. Min, C. Oh, and J. 
Hyun,  “KT’s  MPTCP proxy exper iences 
deployment and testing considerations，” IETF 
91–MPTCP WG, Nov. 2014．

（8） Apple, “Use Multipath TCP to create backup 
connections for iOS,”  https://support.apple.com/

en-us/HT201373
（9） 3GPP TS 36.300, “Radio access network 

（E-UTRAN） overall description stage 2 （Release 
14） ,”Sept. 2017.

（10） 3GPP TS 36.213, “Evolved universal terrestrial 
rad io  access（E-UTRA） ;  Phys ica l  layer 
procedures,”Sept. 2017.

（11） MulteFire, http://www.multefire.org/
（12） “LTE-U Technical Report,” LTE-U Forum, Dec. 

2015.
（13） IEEE 1932.1 Standard, http://sites.ieee.org/

sagroups-1932-1/
（14） 3GPP TS 24.312, “Access network discovery and 

selection function （ANDSF） management object 
（MO） ,”June 2017.

（15） ANDSF：Access Network Discovery and Select 
Function, http://en.eluon.com/c/216

（16） http://www.wi-fi.org/ja/discover-wi-fi/wi-fi-
vantage

（17） 3GPP TS  24.302, “Access to the 3GPP evolved 
packet core（EPC）via non-3GPP access 
networks; Stage 3,”Sept. 2017.

（18） 3GPP TS 23.402, “Architecture enhancements 
for non-3GPP accesses,”Sept. 2017.

山田　曉 （正員）
2000 東工大大学院理工学研究科修士
課程了．同年（株）NTT ドコモ入社．
以降，公衆無線 LAN サービス開発，
3G/LTE 装 置 開 発，IEEE802.11 標
準化，3GPP 標準化，ARIB 標準化等
に従事．現在，NTT ドコモ先進技術
研究所．

野島大輔 　
2012 九工大大学院電子情報工学分野
修士課程了．同年（株）NTT ドコモ
入社．以降，公衆無線 LAN サービス
開 発，3G/LTE 装 置 開 発，Wireless 
Broadband Alliance 活 動 等 に 従 事．
現在，NTT ドコモ先進技術研究所．

178 通信ソサイエティマガジン　No.43  冬号 2017



解説論文　スマートフォンOS ──多彩なアプリケーション環境を現出させた立役者── 179

小特集 スマートフォンから見る ICT技術

 1  序論
スマートフォンの普及は，スマートフォンを含む

携帯電話のユーザだけでなく，情報通信技術の研究
者にも多くの影響をもたらした．本稿ではスマート
フォンの OS（Operating System）に着目し，OS
とその技術的や研究的な意義を紹介する．そして，
考えられる研究的魅力について紹介する．

 2  歴史
OS の歴史は，主に System/360 （1）用の OS であ

る OS/360 （2）などから始まる．OS/360 の登場は，
OS の上での互換性を提供するなどの非常に重要な
意義があり，アーキテクチャなどの概念にも影響を
与えたと考えられる．

その後，メインフレーム用の OS の発展や，TSS
（Time Sharing System） （3），Multics （4），UNIX など
の登場に伴い OS は発展を遂げていく．1980 年代
頃からは CP/M（Control Program for Microcom-
puter） （5） や MS-DOS（Microsoft Disk Operating 
System） （5）といった PC 用 OS も登場し，1990 年代
に登場した Linux は現在もスマートフォン OS を含
む OS に少なからぬ影響を与えている．

1990 年代には，現代のスマートフォンとも類似
性がある PDA（Personal Digital Assistant）とそ
の OS が登場している．この時代には携帯電話の普
及率も大きく増加し，電話以外の機能を有する携帯

電話も登場している．1990 年代末には国内で i モー
ドサービスが開始され，携帯電話と PDA とノート
PC が相互に影響を与えながら発展していったと考
えられる．

2000 年前後にスマートフォンが登場したと考え
たいが，スマートフォンの定義が曖昧であり，最初
のスマートフォンや，その登場時期を述べることは
難しい．多くの場合，日本の i モード搭載の携帯電
話はスマートフォンと呼ばれない．恐らく Research 
In Motion 社（現 BlackBerry 社，以下 RIM と記載
する）の BlackBerry を世界初のスマートフォンと
みなす人が多いのではないかと思われる．その後，
Symbian 搭 載 の ス マ ー ト フ ォ ン や，iPhone，
Android や Windows Phone 搭載のスマートフォン
などが登場し，現在のように広く普及する状態に
なっている．Symbian を搭載した携帯電話の扱いも
難しいが，本稿ではスマートフォンに含める．以下
に，幾つかの OS を簡単に紹介する．

最 初 に Symbian OS を 紹 介 す る． 同 OS は
PSION 社（後にノキア社が買収）が開発した OS
で，ノキア社のスマートフォンや日本の i モードの
端末に搭載された．後述の図 1 のように，2009 年
頃まで非常に高い世界シェアを持っていて，非常に
多くのスマートフォンや端末で使用された．

次 に，BlackBerry OS を 紹 介 す る． カ ナ ダ の
RIM 社が開発したスマートフォン BlackBerry 用の
OS である．QWERTY キーボードを搭載した黒い
端末 BlackBerry が有名であると思われる．れい明
期から存在し，初期のスマートフォン OS あるいは
最初のスマートフォン OS である．後述の図 1 で
は，RIM と記載されている．

スマートフォンOS
──多彩なアプリケーション環境を現出させた立役者──
Smartphone Operating Systems 

山口実靖 Saneyasu Yamaguchi †
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Summary スマートフォンが普及し，スマートフォンOSは非常に重要なプラットホームの一つになっている．本稿で
は，最初にOSとスマートフォンの歴史を紹介する．そして，幾つかのスマートフォンOSを紹介する．更
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iOS は iPhone や iPad などに搭載され
ている OS であり，日本をはじめ非常に多
くの国で使用されている．技術的には，
Darwin カーネルを用いる macOS を基に
しており，登場当初からカーネルはマル
チタスクに対応していた．ただし当初は，
音楽再生などをバックグラウンドで実行
できるが，一般のアプリケーションのバッ
クグラウンドでの動作は制限されている
という少し変わった実装になっていた．
iOS 用のアプリケーションは主に Swift ま
たは Objective-C により開発される．

Android OS は，Android 社により開発
さ れ，2005 年 の Google 社 に よ る
Android 社の買収以降は Google 社が主と
して開発している OS である．2017 年現
在，世界シェアが最も高いスマートフォン
OS となっている．カーネルに Linux カー
ネルを使用し，Webkit などの著名なオー
プンソースエンジンも使用されている．

Android 用のアプリケーションは主とし
て Java 言語で実装され，一部 C 言語を用
いたネイティブ実装なども可能となってい
る．同 OS については，4. や 5. で詳しく述べる．

Windows Phone や Windows Mobile シリーズ
はMicrosoft社が開発しているOS及びスマートフォ
ン で あ る．UWP（Universal Windows Platform）
という複数の OS やデバイスをカバーするプラット
ホーム向けにアプリケーションを作成することによ
り，それをデスクトップ版 Windows や Mobile 版
Windows で動作させることが可能となる．

その他のスマートフォン OS として数年前から期待
されてきたものに，Firefox OS，Ubuntu，Sailfish 
OS，Tizen などがある．これらはおおむねオープン
ソースで提供される．スマートフォン OS の発展のた
めにも，活発な開発を期待したいところであるが，開
発の中止が発表されるなど活発でないものもある．

 3  スマートフォンOSのシェア
モバイル OS（スマートフォン用と非スマート

フォン用を含む）のシェアは幾つかの調査機関から
公表されている （6） ～  （8）．また，国別のシェアを公開
しているサイトも存在している （9）．

世界のモバイル OS のシェアの推移を図 1 に示
す．これは，サイト （1）から得られる数値をグラフ
化したものであり，分類も同サイトの記述に従って

いる．分類名に OS 名と社名が混在しているのもこ
れに従ったためである．2012 年頃まで大きく変化
していたが，最近は安定していることが分かる．

次に，日本におけるシェアの推移を図 2 に示す．
世界のシェアと日本のシェアに大きなかい離が見ら
れることが興味深い理由の一つとして，一部の高価
な端末が実質的に安価や無料で提供されていること
があると考えられる．最後に，2017 年 2 月におけ
る各国のシェアトップ 2 の OS とそのシェアを図 3
に示す．日本やイギリスなどが特殊な状態にあるこ

 図 1　世界のモバイルOSのシェア

 図 2　日本のスマートフォンOSのシェア

 図 3　国別のスマートフォンOSのシェア
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とが分かる．図 2 と図 3 は，サイト （9）で提供され
ている数値，分類をグラフ化したものである．

 4  スマートフォンOSの構造
4.1　Android OS の構造

本節では，スマートフォン OS の一つである
Android に着目して説明を行う．同 OS は Google
社により公開されているモバイル端末用の OS であ
る．Linux カーネルを基に実装されており，オープ
ンソースであるという特徴を持つ．図 4 のような
ソフトウェアスタックで構成されており （10），ハー
ドウェアベンダ依存の特定の端末向けのデバイスド
ライバなど以外はソースコードが公開されている．

図のように，同 OS は Linux カーネル，フレー
ムワーク，ART（Android Runtime）などで構成
されている．Linux カーネルはオリジナルのカーネ
ルに改変を加えている部分もあるが，Linux カーネ
ル自体が非常に大きなソフトウェアであることもあ
り多くの部分はオリジナルから無改変で使用されて
いる．

Android Runtime はアプリケーションの実行環
境であり，Java の実行環境にもなっている．かつて
の OS には Dalvik と呼ばれる実行環境が搭載され
ていたが，近年の OS には ART が搭載されている．

4.2　iOS の構造
本節では，公式に公開されている iOS の構造の

情報 （11）について説明する．iOS は，ユーザに近い
上 位 層 か ら Cocoa Touch 層，Media 層，Core 
Service 層，Core OS 層で構成されている．Cocoa 

Touch はアプリケーションの外観やユーザインタ
フェースなどに関する機能を提供している．Media
層はグラフィック，オーディオ，ビデオなどに関す
る機能を提供している．Core Service 層は，ソケッ
ト等ネットワーク機能や位置情報サービスなどの基
礎的なサービスを提供している．Core OS 層は，
ハードウェアを操作する機能や UNIX インタフェー
スの OS 機能などを提供している．

 5   オープンソースであるスマートフォンOSが開いた研究分野

Android は，恐らく初の大規模に普及したオー
プンソースであるスマートフォン OS である．オー
プンソース OS の登場は，学術研究機関の研究に少
なからぬ影響を与えたと考える．すなわち，これま
で OS などのプラットホームの研究を行っていた研
究者は Linux というオープンソース OS を対象や
実装例に OS の発展の研究を行うことができたが，
実用されているスマートフォン OS を用いて研究を
行うことができなかった．これに対して Android
登場後は，大学などの機関においても実用されてい
るスマートフォン OS の改善に取り組むことができ
るようになった．その意味では大変に魅力的なもの
であると考えている．以下にて，オープンソースの
スマートフォン OS である Android の改変により
達成できることやできると期待されることについて
述べる．特に②，④，⑥，⑦，⑨ は，発展の余地
が多く残されており今後の研究分野となりやすいも
のであると考えている．
① CPUスケジューラ，優先制御

CPU スケジューリングは OS のカーネルにより
行われる．同 OS においては Linux カーネルによ
り行われており，カーネル内のスケジューラ実装を
改変することによりスマートフォンの動作を変える
ことができる．Linux カーネルが想定している環境
と，スマートフォンの環境がプロセススケジューリ
ングの側面において差異があるなら，この点を考慮
して CPU スケジューラを考え直してみるのも面白
いことだと思われる （12）．例えば，サーバ用 PC で
は多くのプロセスが並列に動作するが，スマート
フォンでは特定のアプリケーションがフォアグラウ
ンドで動作しそのプロセスに圧倒的に高い優先度が
与えられるのが一般的であると思われる．これを考
慮して，よりスマートフォンに特化した CPU スケ
ジューラなどの研究や開発なども魅力的な課題にな
ると思われる．

 図 4 　 Android ソフトウェアスタック   
サイト （10）にて公開されている情報を基に作成．詳
細は同サイトを参照．
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② CPU周波数制御
一般的には，CPU 周波数は Linux カーネルにて

制御可能である．また，/proc ファイルシステムを
通じてカーネルに情報を送ることにより，ユーザ空
間から制御することも可能である．Linux カーネル
では CPU クロック周波数を管理するソフトウェア
はガバナー（governor）と呼ばれ，ondemand や
powersave などの複数のガバナーが搭載されてい
る （13）．ondemand は負荷に応じて CPU クロック
周波数を増減させる標準的なガバナーであり，初期
状態で選択されている．powersave は CPU クロッ
ク周波数を積極的に下げ，上昇に対して非常に消極
的なガバナーである．その名のとおり，消費電力の
低減を目標に実装されているガバナーと言える．

ondemand と powersave の間の周波数制御には
大きなかい離がある．ondemand は CPU クロック
周波数を適宜上げ下げするが，powersave は基本
的にクロック周波数を最低とし性能と消費電力をほ
ぼ最低にしようとする．例えば，ondemand と
powersave にて同一のアプリケーションの処理を
実行した場合，処理時間が 1.5 倍や 2 倍などの大
きな差が出ることもある．powersave は，消費電
力と性能のバランスをやや省電力重視側に倒した選
択肢ではなく，省電力側にかなり倒した極端な選択
肢とも言える．よって，ondemand に近く（すな
わち性能と消費電力の両方を同程度に重視しつつ）
より省電力効果の大きなガバナーの開発などが可能
であると思われる．

Linux のガバナーは多数のプロセスが動作する
サーバ OS 向けに開発されている側面もあると思わ
れ，フォアグラウンドのアプリケーションプロセス
の負荷の増減がシステム全体の負荷に大きな影響を
与える環境にとって必ずしも最適でない可能性は十
分に考えられる．
③ ディスプレイ表示制御

スマートフォンの画面表示内容はアプリケー
ションが決定するが，Android Framework を修正
することにより全てのアプリケーションの表示内容
を変更することができる．ディスプレイは最も消費
電力の大きいデバイスの一つであると考えられるた
め （14），これに対する工夫は非常に大きな効果があ
ると考えられる （15）， （16）．液晶ディスプレイに対す
る伝統的な手法では，バックライトを発光させつつ
も RGB 値を黒（0,0,0）に近い値にして光を遮る
のは非効率的と考え，図 5 のように RGB 値を上げ
つつバックライトを弱める方法がある．有機 EL
ディスプレイの場合は RGB 値と消費電力が単調増

加の関係にあり，人間の目における見やすさの劣化
を最小限に抑えつつ大きな消費電力の低減を目指す
RGB 値の最適化や少ない消費電力で大きな輝度を
実現できる緑色 LED の積極的な発光による少ない
消費電力での高い見やすさの実現が考えられる．
④ I/O制御，スケジューリング

I/O 処理の性能は OS の制御により大きな影響を
受けるため，I/O スケジューラの改変は大変に興味
深いテーマであると言える．Android の Linux カー
ネルには，公平性を重視した CFQ（Completely 
Fair Queuing）や処理開始時刻の保証を重視した
Deadline などの I/O スケジューラが搭載されてい
る．既存の I/O スケジューラの選択肢の中から状
況に適したものを選ぶ課題もあり （17），また既存の
I/O スケジューラの改変も可能である．スマート
フォンはフラッシュメモリが採用されておりランダ
ムアクセスが高速で，スケジューリングの影響が少
ないと考えるかもしれないが，筆者の知る限りそう
ではない．あるアドレス X にアクセスをした後に
別のアドレス Y にアクセスを行った場合，X ＜ Y
である場合と X ＞ Y である場合で応答性能が異
なってくるハードウェア実装が多い （18）．フラッシュ
メモリの特性を考慮したスマートフォン用 I/O ス
ケジューラの開発などは魅力的な取組みになるかも
しれない．
⑤  スクリーンオフ時のアプリケーションとデバイスの
動作の制御
スマートフォンには，セルラ通信デバイス，無線

LAN デバイス，GPS（Global Positioning System）
デバイスなどの各種デバイスが搭載されており，こ
れらデバイスが動作すると当然電力が消費される．
また，Android のアプリケーションはスクリーン
がオフになっており操作していない状態でも動作
し，場合によってはデバイスを使用し電力を消費す

 図 5　省電力を目的としたRGB値や輝度の変換
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る．アプリケーションが起動する仕組みとしては
Broadcast Intent や，アラームがある．Broadcast 
Intent はシステムやアプリケーションの間の連携
の仕組みで，目的とする機能を提供するアプリケー
ションを起動したり，端末内に発生したイベントに
応じて動作するアプリケーションを登録したりする
ことを可能とする．インテントには明示的インテン
トと暗黙的インテントがあり，暗黙的インテントは
システムやあるアプリケーションから発行されたイ
ンテントをレシーバ登録されているアプリケーショ
ンが受け取り，受信アプリケーションが動作する仕
組みである．これにより，無操作状態であってもシ
ステムがインテントを発行し，レシーバ登録されて
いるアプリケーションが動作する．アラームは指定
した時刻にアプリケーションを起動する仕組みであ
る．当然，これらによりアプリケーションが動作す
ると電力が消費される．

これらの動作を制御し，消費電力を削減させるよ
うな取組みが行われている （19）．複数の動作を同期
して行わせ，デバイスをアクティブにする時間や回
数を少なく抑えようとしているものが多い．
⑥ TCPふくそう制御

Linux カーネルには，複数の TCP（Transmission 
Control Protocol）ふくそう制御アルゴリズムが搭
載されており，初期設定では CUBIC TCP （20）が選
択されている．CUBIC TCP は三次関数に基づきふ
くそうウィンドウの値を上昇させる手法であり，数
ある TCP ふくそう制御アルゴリズムの中でも非常
に高い通信性能が得られるアルゴリズムの一つであ
る．反面，CUBIC TCP は性能が高過ぎてほかの
TCP アルゴリズムとネットワークを共有したとき
にほかの TCP アルゴリズムの性能を著しく低下さ
せてしまうなどの問題も指摘されている （21）．また，
CUBIC  TCP は（BIC：B ina r y  I n c r e a s e 
Congestion control）TCP よりは抑えられている
が）非常にアグレッシブにデータを送信するように
設計されている．このアグレッシブさが無線 LAN 
AP（Access Point）などのふくそうを招き性能が
低下することもあり，この TCP をよりふくそう
ウィンドウ値の上昇の小さい謙虚なものに修正する
と混雑時の TCP 通信性能を向上可能であると考え
られる （22）．
⑦ Low memory killer

スマートフォンアプリケーションと，PC やワー
クステーションのアプリケーションの使い方の面白
い違いに，アプリケーションの終了に対する考え方
がある．PC などのアプリケーションでは，プロセ

スを生成するとメモリを消費し，プロセスを終了す
るまでメモリを消費し続ける．ユーザは，不要に
なったアプリケーションを，自分で終了する．これ
に対してスマートフォンでは，ユーザは基本的にア
プリケーションを起動するのみでよく，終了する必
要はない．当然ながら，次々にアプリケーションを
起動していくとメモリを消費して残りメモリ量が減
少していき，十分なメモリ量がない状況でアプリ
ケーションを起動しようとするとメモリが足りずそ
のままではアプリケーションは起動できないことに
なる．

この課題に対して Android OS には low memo-
ry killer という仕組みが用意されており，空きメモ
リが少なくなると low memory killer が自動的に
プロセスを終了する．これは，あるアプリケーショ
ンがバックグラウンドに回ると強制終了されてしま
う可能性が常にあることを意味しており，ほとんど
のアプリケーションはバックグラウンド状態に入っ
た後に強制終了されてしまっても大きな問題になら
ないように実装されている．例えば，メーラーは
バックグラウンド状態になるときに勝手に下書きを
保存してしまうような仕様になっている．

強制終了に関しては，アプリケーションの種類や
状態に応じた優先順位（adj と呼ばれる）と順位ご
との強制終了のしきい値が定められている （23）．例
えば，バックグランド状態にあるアプリケーション
は比較的容易に（すなわち軽度な空きメモリ不足の
段階で）強制終了されてしまうようになっており，
システムプロセスやフォアグラウンドアプリケー
ションも極めて重度なメモリ不足に陥ると（空きメ
モリ量が非常に小さなしきい値を下回ると）強制終
了されてしまう．現実装では使用メモリ量が大きい
プロセスから順に強制終了するような仕様となって
いる．これを，自分の好みに修正してみるのも面白
い試みではないかと思われる （24）．例えば，「メモリ
使用量が多い」アプリケーションではなく，今後使
用されると予想されるアプリケーションを強制終了
から守るような仕様や，強制終了してしまいプロセ
スを再起動することになった場合に必要となるとア
プリケーション起動時間が長いアプリケーションを
強制終了から守るような仕様が考えられる．他に
も，ユーザのアプリケーション起動履歴から今後再
利用される可能性が低いアプリケーション推定し，
それらを優先的に強制終了する方法や，強制終了さ
れてしまった場合の起動時間とされなかった場合の
起動時間の差を求め，差が小さいアプリケーション
を優先的に強制終了する方法などが考えられる．
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⑧ アプリケーション実行環境とGC
Dalvik や ART は Java VM（Virtual Machine, 

Java 実行環境）を含んでおり，通常の Java VM
同様に GC（Garbage Collection）機能を有してい
る．この機能も技術的に興味深い．現在，ART に
は複数の GC アルゴリズムが実装されており，初期
設 定 で は CMS（Concurrent Mark and Sweep）
という GC アルゴリズムが選択されている．MS

（Mark and Sweep）は非常に有名な GC アルゴリ
ズム （25）で，ルートオブジェクトからリンクされて
いるオブジェクトをマークし（すなわち，ごみでな
いオブジェクトとして印を付け），更にそれらのオ
ブジェクトからリンクされているオブジェクトに再
帰的にマークをしていく．再帰的マークを繰り返
し，ルートオブジェクトからたどることができるオ
ブジェクト全てにマークし，マークされなかったオ
ブジェクトをごみとして破棄する．MS では，図 6
のようにマーク処理は全てのアプリケーションス
レッドを停止して行われ，アプリケーション実行中
にアプリケーションがある程度の時間停止していま
いユーザエクスペリエンスの低下を招く．このアプ
リケーションスレッドの停止は，STW（Stop The 
World）と呼ばれる．CMS では，図 6 のようにア
プリケーションスレッドを止めずにマーク処理を行
い，マーク処理中に発生した書込みによる変更分を
リマーク処理にて整合性をとる．リマーク処理のみ
Stop The World としているため，STW 時間を大
幅に短くできている．
⑨ カーネル時刻管理実装の改変

やや，特殊な使い方だが，OS のカーネルを改変
してこんなことにも挑戦できる．システム内の時刻
情報は，基本的にカーネルによって管理され，ス
マートフォンシステム内のプロセスはカーネルから
時刻情報を得る．よって，カーネルを改変すること
により，アプリケーションが認識する時間の流れの
速度を上げるのに近いことを実現できる．Linux

カーネルは，カーネル内の変数の jiffies や cycle_
now の値を用いて時刻情報を管理している （26）， （27）．
これらの変数の更新の実装を改変し，例えば通常の
3 倍のスピードで時間が流れるスマートフォンシス
テムの構築が可能となる．当然，システム内で得ら
れる時刻情報のみを加速しており，物理的なハード
ウェアの性能などは上昇していないため，達成でき
ることとできないことがある．できることは，負荷
が低い（例えば定期的に動作する）アプリケーショ
ンの動作を長期間にわたって観察するようなことで
あり，正しくできないことは性能測定などである．
また，加速を見抜こうとしているアプリケーション
をだますことも困難であると思われる．例えば，ア
プリケーションは外部のサーバと接続して時刻情報
を得ることが可能であり，通信や I/O の性能を測
定することにより加速の有無を検知することは可能
であると考えられる．

 6  結論
本稿ではスマートフォン OS に着目し，オープン

ソーススマートフォン OS の技術的意義や研究的魅
力を紹介した．スマートフォン OS には改善の余地
が多くあると考えられる．スマートフォン OS に関
連した研究が盛り上がれば幸いである．
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1 はじめに
人と機械の間には必ず境界が存在します．SF 映画の

ように，考えたことがそのまま実現されるようになった
場合はその境界が取り去られ，人と機械が一体となるの
かもしれませんが，残念ながらまだそのような時代には
至っていません．

デザインをする上で，私たちは常にこの境界を意識
して，境界（面）をどのように提供することがふさわ
しいかということを考えます．一般的にインタフェー
スというと，スマートフォンの画面や電化製品の制御
パネルを想像しますが，工業製品に限らず，あらゆる
ものに境界が存在します．スプーンや机のような電気
を伴わないプロダクト，書籍やポスターといったグラ
フィックデザインと呼ばれる領域のものまで境界は存
在しています．

いわゆるインタフェースのデザインとその他のデザ
インとは，異なる専門家が設計，制作を行っていること
や，そのもの自体が変化するかどうかなど，明らかな違
いもありますが，物とユーザが対峙しているという事実
は変わりません．手段は異なっても根底にある考え方は
共通していると考えています．

今回，デザインの視点からスマートフォンにおける
インタフェースについて執筆依頼を頂き，メソッドと
してのインタフェースのデザインよりも，インタフェー
スも含めた広いデザインの視点に触れて頂きたいと考
えました．

ICT 技術の発達によって，デザインと工学の領域はま
すます曖昧になってきていると感じます．互いの理解を
深め，更に歩み寄ることで，より良いインタフェースや
製品が生まれるきっかけの一つになれれば幸いです．

2 インタフェースの前に
そもそもデザインとは

本誌の読者は工学系の方が多いということを伺った
ので，まずは「デザイン」に対する溝を埋めておきたい
と思います．デザインの捉え方は様々です．デザイナー
の中でも捉え方が違う場合もあります．デザインという
言葉自体が様々な場面で使われることで，その本質が見
えにくくなっているかもしれません．

よく話題に上がることの一つに「アートとデザインの
違い」があります．「美術」あるいは「造形」という
ジャンルでひとくくりにされることもありますが，その
本質は真逆であるといってもよいでしょう．端的に言え
ば，アートは作家自身の表現が先行することがほとんど
でしょう．自分自身が目指す表現を追求し，作品を作り
上げます．自分が目指すところに到達できているかどう
か，ということがまずは重要です．その結果が評価され
ることもあれば，誰にも評価されないこともあります
が，アートであるということに変わりはありません．

一方でデザインは，自身の感情や思い入れは余り関係
がありません．まずは伝えなければならないメッセージ
や提供しなければならない機能があり，そのことをいか
に第三者に正しく伝えるかということが重要です．もち
ろん，その伝え方は美しくあるべきです．けれども，肝
心のメッセージが伝わらなければ，どんなに美しいもの
であっても，それはデザインではなくなってしまいま
す．一般的なイメージではデザインは飾り付けをするよ
うに思われることも少なくありませんが，それはデザイ
ンの本質ではないのです．

スマートフォンのインタフェースで考えると，電話に
出ようとしたときに，どんなに格好良いボタンが表示さ
れていても，自然と「通話」ボタンをタップできなけれ
ば，デザインされているとは言えません．

デザインとアートの境界があいまいな場合もありま
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すし，場合に応じてデザインに求められる役割も違いま
すが，今回は上記のことを私たちの共通認識として話を
進めていきたいと思います．

3 皆で作るインタフェース
スマートフォンの代表の一つと言える iPhone が販売

されたのは 2007 年ですので，ちょうど 10 年になりま
す．その間にスマートフォンのインタフェースは進化を
続けてきましたが，それでもそのベースとなるものは
10 年前の iPhone によって形作られました．ひとえに，
Apple が長年培ってきたインタフェースに対する考え
方が生きていると言えるでしょう．何よりも説明書がな
くても操作が可能だ，という部分がインタフェースの完
成度の高さを表しています．

3.1　扉のインタフェース
デザインは人間の共通理解の下に成り立っています．

例えば，ドアノブを見たときに私たちはそれを握って，
回すことで扉が開くものだということを理解していま
す．当たり前に感じるかもしれませんが，それがドアノ
ブであることを私たちが知っているからこそ，自然に振
る舞えます．未知の形のドアノブと出会ったとき，少な

からず躊躇するはずです（図 1）．
扉には「push」「pull」と表示されていることがありま

す（図 2）．若干説明的といえますが，これはある程度，
形によって解決できる問題でもあります．ドアノブのな
い扉を見たことがあると思いますが，その形から「手で
押すものだ」ということを瞬時に理解できるはずです．

もう一つ，文化的な背景も関係します．日本では家の
中で靴を脱ぐため，玄関の扉はほとんどの場合，外開き
です．靴を脱がない欧米の家では扉は内開きが多くなり
ます．自分自身が家の中にいるのか，外にいるのか，と
いう状況を無意識に判断して，扉を押したり引いたりし
ますが，それは生活環境によって決まっていて，別の生
活環境になったときに戸惑う場面が出てきます．

ともあれ，扉に説明書がぶら下がっていることはない
でしょう．その操作方法は長年の経験と文化的背景から
説明しなくてもよいくらいの共通の理解が存在している
からです．

3.2　ユーザの経験値によって変わるデザイン
スマートフォンのようにこれまで存在していなかっ

たものを操作させるためのインタフェースは，このよう
な共通の理解が少ないため，非常に難しいと言えます．
以前，コンビニエンスストアのコーヒードリッパのイン
タフェースが話題になりました．最小限の説明だけが印
字されたボタンは分かりにくいため，コンビニ店員が手
書きの説明を加えた様子を撮影した写真が，ネット上で
も数多くシェアされました．もちろんデザインの改善点
はあると思いますが，必ずしも文字で使い方を示すこと
が最善の方法ではありません．そして，新しいサービス
だったドリップコーヒーが定着するに従って，注意書き
も減っていくことが予想されます．

文字による誘導は言語の制限があることや，文字量に
よっては視認性が失われる恐れもあります．画面（や紙
面など）に一度に表示できる情報量が限られるため，で
きる限り簡潔に抑える必要があります．また，ピクトグ
ラムのような，情報を形で表現することは，一度その意
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 図 2　「押」の注意書き  図 3　 ピクトグラム（左：非常口サイン，右：トイレサイン）

 図 1　 ドアノブ（左上：普通のドアノブ，右上：レバータイ
プ，左下：ポールに手を掛けるタイプ，右下：押すタ
イプ）
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味を認識すれば，2 回目以降は直感的に情報を把握でき
るという利点もあります（図 3）．

言葉で説明することは物事を順序立てて正しく伝え
る場合には有効ですが，その分，理解するのに時間が掛
かります．より多くの情報に素早くアクセスするために
は文字によるコミュニケーションだけでなく，色や形に
よるコミュニケーションが必須になってきます．その場
合に，対象となるユーザの文化的背景や年齢層を考慮す
るとともに，ユーザの経験値がどの程度なのか，という
ことを考えなければなりません．より使いやすい，より
便利なインタフェースを目指すときには，ユーザの成熟
度に頼る必要があります．その点において，インタ
フェースはユーザとともに成長していかなければなりま
せんし，デザイナーが冒険しなければならないこともあ
るでしょう．10 年の時を経て，スマートフォンのイン
タフェースは，それまでのユーザの経験や文化的背景の
上に，スマートフォンの扱い方という経験を乗せて，現
在の形を確立してきたと言えます．

それぞれのユーザの経験値が違えば，インタフェース
に対する理解度が変わります．子供向けケータイやお年
寄り向けケータイの存在は正にその現れであり，お年寄
り向けのケータイは単に視力の弱まりを補うために表示
される文字を大きくするだけではなく，お年寄りのイン
タフェースに対する経験値を踏まえた様々な工夫が込め
られているはずです．

3.3　踏襲から新しい形へ
ユーザの知っていることをインタフェースのデザイン

にうまく取り込むことで，その使い方を誘導することが
できます．Apple が GUI（Graphical User Interface）
にデスクトップという概念を導入して，フォルダや書類
のアイコンを机の上で扱っているかのように操作できる
ようにしたことは，正にユーザが実生活の中で経験した
ことをパソコンの中に再現したことにほかなりません．

音楽プレーヤの再生ボタンや巻き戻しボタンはアナロ
グの時代と変わっていません．「テープを巻き戻す」とい
う作業がなくなっても「巻き戻し」という概念は存在し続
けています．各種アプリケーションはアナログからディジ
タルになっても，アナログのインタフェースを踏襲するこ
とで，アナログからディジタルへのツールの移行をスムー
ズにしています．けれども，ただアナログのシミュレー
ションをしているだけではツールの進化はありません．時
代とともに処理速度は上がり，データ量は増えていきま
す。そのスピードや量に対応するための新しいインタ
フェースが必要になるときが来るはずです。

幸いなことに，インタフェースは徐々に進化しています．
例えば，書籍やカタログなどのビューワは，ページがめく

れたことをユーザに示すために，ページがめくれているよ
うに見せるアニメーションで演出することがよく見受けら
れました．けれども，よりスマートなページ遷移の認知方
法が試されることで，無駄なアニメーションは必要なくな
り，更には「ページ」という概念が崩されたスクロール型
の電子書籍も登場しています．Web サイトにおいて，今
でもページという概念は基本とされているものの，スク
ロール型のサイトやパララックスサイト ＊1 といったものが
生まれたのも，これまでの紙ベースの考え方から，よりモ
ニタやブラウザの本質に向き合った結果だと言えます．

ひととき話題に上ることが多かった「フラットデザイ
ン ＊ 2」もしかるべき進化だと思います．Web デザインの
れい明期には，どこをクリックするべきなのか，という
ことをユーザに示唆するために，「クリックする（押す）
＝ボタン」という提示は避けられなかったかもしれませ
ん．しかしながら，ユーザの成熟度とともに，どこがク
リッカブルなのか，ということを文脈（レイアウト）か
ら判断できるようになるにつれ，ボタン風のデザインか
ら物質性が失われていきました．

このことは Web サイトやスマートフォンのインタ
フェースに限った話ではありません．昨今の電化製品を
見ても無骨なボタンは消え，フラットな操作パネルに取っ
て代わられています．フラットになることによって，形
はより自由になり，様々な生活スタイルに溶け込むよう
になりました．モニタの中のボタンもまた，物質性がな
くなることで，より自由に，よりコンテンツに集中でき
るようなデザインになっていると言えるでしょう．

4 行為から考える
インタフェースのデザイン

4.1　間違いから学ぶ～道具としての余地～
他人がパソコンやスマートフォンを扱っている様子

を見ると感心させられることがあります．長年パソコン
を扱ってきても，いまだに知らない機能やショートカッ
トが存在します．道具には最低限の用途があり，鉛筆な
らば文字や絵を「書く」ことであり，はさみであれば

「切る」ことです．最初は与えられたまま使いますが，
そのうち，自分がより扱いやすいように鉛筆であれば削
り方を工夫したり，はさみであれば，用途別のはさみが
あることに気付きます．スマートフォンについても，最
低限の機能は通話やメールの送受信が滞りなくできれば

 ＊1 視差効果（Parallax effect）を利用したWebサイトのデ
ザイン手法の一つ．スクロールの動作に合わせて，そ
れぞれの要素の動くスピードや拡大縮小，回転などの
エフェクトを演出する手法．

 ＊2 現実のボタンなどを模して，立体感や影などの演出を
極力排除した平面的なデザインの総称．
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問題はないはずです．スマートフォンを手にしたばかり
の時期であれば最低限の機能がいかにスムーズに操作で
きるか，ということが重要で，その後，ユーザの要望に
合わせてどこまで応えられるインタフェースであるか，
ということでその良し悪しが決まってくると思います．

その際に重要なのはトライアンドエラーの余地があ
ることです．連絡先の削除など重要な変更を行う場合に
は必ずダイアログが表示されるようになっており，一度
の操作では実行されないようになっていることが一般的
です．その安心感があることによって，ユーザは自分の
経験に基づいて，操作を試すことができます．良い道具
には使い方の幅があり，その幅がユニバーサルなデザイ
ンを実現します．同じ目的でも幾つかの操作の選択肢が
あることで，自分が使いやすい操作方法を見付けること
ができ，ひいては，広い層の人々に受け入れられるイン
タフェースになります．

人間の行為を想像すればインタフェースの在り方は決
まってきます．「前のページに戻る」といった同じ機能の
ボタンはページが遷移しても同じ場所に設置されるべき
ですし，決済を決定するボタンは連続してタップしてしま
わないようにあえて離れた位置に設置した方がよいかもし
れません．人間が無意識に行ってしまう行為を想像する
ことで，ボタンの位置や形は自然に決まってくるものです．

使い方の全てを「説明する」のではなく，思わずやっ
てしまう行為を想定することで，自然にスマートフォン
の機能を学習させることができます．ゲームの裏技のよ
うな知らない機能を見付けたときに，ユーザはうれしく
なるものですし，自分のスマートフォンに対して愛着が
生まれます．ユーザ同士がお互いにの操作を見て，知ら
なかった操作方法に気付く．そのようなやり取りも含め
て，使い方の余地があるインタフェースは道具としても
成熟していると言えるのではないでしょうか．

4.2　指で操作するということ
スマートフォンやタブレットのインタフェースと，

フィーチャーフォンやパソコンは一見，近しい表層をし
ていますし，昨今の Web サイトにおけるレスポンシブ
デザイン ＊ 3 はパソコンでの表示とスマートフォンでの
表示を統一し，画面サイズに応じて表示の仕方を変化さ
せます．また，パソコンとタブレットの両方の特性を持
つコンピュータも増えてきました．

これらの最も大きな違いの一つは，操作するものと表
示されるものが同じかどうかということです．パソコンや
フィーチャーフォンはマウスやキーボードなど，物理的

 ＊3 Webサイトの同一のコンテンツが，ユーザの閲覧して
いる環境の画面サイズに合わせて表示のさせ方を変化
させるようにプログラムされたWebデザインの手法．

なボタンによって操作され，その結果がモニタに反映さ
れます．一方でスマートフォンやタブレットは表示され
ているモニタが同時に入力ボタンとして機能しています．

鉛筆を使って紙の上に文字を書く場合と，指で砂の上
に文字を書くのとでは，書けるサイズや繊細さが違うよう
に，できることが全く変わってきます．単純に指で操作す
るスマートフォンやタブレットの方が直感的な操作ができ
ると思いがちですが，そうではありません．人間ははさみ
やピンセットなどの道具を使うことで指先を拡張して，よ
り正確に，より繊細な作業を可能にしています（図 4）．

ですから，パソコンに比べるとスマートフォンやタブ
レットの方が大きなボタンが必要になりますし，複数の
ボタンを並べる際には十分なマージンが必要になります．

また，Web デザインで問題になるのは，ロールオー
バ ＊ 4 の有無です．パソコンではボタンにカーソルを重
ねることで，色を変化させて，クリッカブルであること
を示唆できますが，スマートフォンの場合にはタップす
る前にボタンであるかどうかを確かめることはできませ
ん．パソコンと比べてボタンであることをより分かりや
すくする必要があります．

手の大きい男性であれば，スマートフォンを片手で操
作することも少なくありません．そのシーンを想像して
みると，ボタンをタップするのは親指です．昨今の画面
の大きいスマートフォンの場合には親指で画面上部を
タップするのは少々やっかいです（図 5）．操作する状
況を考えることで，タップされる頻度の高いボタンをど
こに配置すべきか，そして，どのような形状がふさわし
いかが見えてきます．

スマートフォンのインタフェースは操作パネルと情
報の表示パネルが一体になっているため，読めるかどう
かという，見た目の問題だけではデザインを決定するこ
とができません．指先ができることを判断してデザイン
することが重要です．

 ＊4 マウスカーソルをボタンなどのオブジェクトの上に移
動させた（マウスオーバ）時に色や形を変化させること．
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 図 4　手書き文字がうまく書けない
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5 入出力とインタフェースの
デザインの可能性

スマートフォンには様々な入出力が用意されています．
出力で言えば，音や光はもちろん，振動（バイブ）があ
りますし，入力では加速度センサや温度センサ，光セン
サなどが内蔵され，ユーザが何をしようとしているのか，
ということを判断することができるようになっています．

5.1　振動の持つ表現力
スマートフォンからユーザに対して出力する方法は

画面以外に，ライトや音，バイブ機能があります．バイ
ブ機能はポケベルの時代から実装されているもので，こ
れ自体は目新しい機能ではありません．しかしながら，
ここ数年の振動による表現力には感心させられます．公
共の場で，音を出すことができない場合でも，メールの
受信やアラームなどを振動で伝えることは当然ながら，
物理的なボタンのないスマートフォンにとって，視覚効
果だけでなく，振動を加えることで，その表現力が増し
ます．ただ震えるのではなく，繰返し経験することで，
警告の振動，許可の振動など，震え方でメッセージを表
現できる可能性もあります．

視覚は人間の得る情報量の 8 割以上を担うと言われて
いますが，考えてみると，私たちは指先から実に多くの
情報を得ていることに気付きます．キーボードを見なく
てもタイピングできますし，ポケットの中の小銭の種類
をある程度見分けることもできます．手触り，肌触りの
違いで，自分が望んでいるものかどうかを判断すること
もできます．確かに，視覚ほどは正確ではありませんが，
むしろ視覚では気付かないことを指先は知覚しているの
ではないでしょうか？  視覚だけでなく，触覚や聴覚を
合わせたマルチモーダルな情報提供によって，より直感
的に理解することが可能なのではないでしょうか？  

少し未来の話になってしまいますが，スマートフォン
がより多様な出力方法を手に入れたとき，例えば温度の
違いや触覚の違いを表現できるようになった場合，私た

ちは「見る」だけでなく，手を通じて，より多くの情報
を知覚できるかもしれません．

5.2　ユーザの行為を認識するセンシング
スマートフォンのセンシングは複数のセンサによっ

て，ユーザが何をしようとしているのか，ということを
正しく検知しています．光センサ，あるいは近接センサ
によって，通話中かどうかを検知し，画面を耳に当てて
いても誤動作しないように設計されていますし，加速度
センサによって画面を見ようとスマートフォンを持ち上
げたことを検知すれば，瞬時にスリープ状態が解除され
るようになっています．

センサが得るデータは数値でしかありません．セン
サ自体の精度も上がっているかもしれませんが，重要
なのはその数値が何を意味しているのか，ということ
を明らかにすることです．スマートフォンを持ってい
る状態で，ユーザがどのような行為を行うのか，とい
うことを観察，想像しなければなりません．最近はそ
うする人は少なくなったかもしれませんが，電波が悪
い時に，思わずケータイを持ち上げて電波を拾えない
か試してみた経験があるかと思います．そのような思
わずやってしまう行為の中に新しい操作の可能性が秘
められています．文字入力に失敗したときにスマート
フォンを振ることで undo 機能が働く機種があります
が，まさしく間違えたときにやってしまいがちな行為
の一つではないでしょうか．

iPhone6s 以降から感圧タッチが搭載されました．ボ
タンを触ったかどうかだけでなく，その強さの検知が
可能になることでインタフェースの可能性は更に広が
りました．人間が第三者の肩をたたくとき，その強さ
によって感情を表現することができます．たたいたか
たたいていないかというゼロイチだけでなく，その間
の表現が生まれることは，モニタが白と黒だけでなく，
その中間色を細かく扱えるようになったときに，より
アナログ的な豊かな表現になったように，より人間的
な検知をスマートフォンが獲得できるはずです．恋人
の手をぎゅっと握って何かを伝えるように，スマート
フォンにも無言のメッセージを送ることができるよう
になるかもしれません．

インタフェースを通してやり取りされるメッセージ
はこれから先も文字や写真，あるいは音が中心である
ことは変わらないでしょうが，いかに操作せずに，あ
るいは画面を見ずに情報をやり取りできるようになる
か，ということが新しいインタフェースには不可欠な
問題です．
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 図 5　親指が届かない
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6 軟らかいフォーマット
最後に，もう一度，表層的な部分に触れてみたいと思

います．
書籍をデザインする場合に重要なのは，フォーマット

のデザインです．フォーマットのない書籍はほとんどあ
りませんし，良いデザインの書籍はフォーマットがしっ
かり設計されています．通常，1 冊の書籍の中には基本
となるフォーマットがあり，その派生パターンを使い分
けます．例えば雑誌の場合は，写真を大きく扱う特集
と，文章を読ませるためのコラムページでは，フォー
マットを分けて使用しているはずです．けれども，1 冊
の雑誌を通して，上下左右のマージンや，ノンブル

（ページ数）の入り方，そして，基本となる文字サイズ
や行間をそろえることで，全体が統一して見えます．

フォーマットによって，1 冊の書籍の中で統制が取れ

るだけでなく，複数冊にまたがる書籍全体の統制を取る
ことができます．このことは，書籍に限らず，ひいて
は，企業のブランディングにもつながる考え方です．

スマートフォンのようなディジタルデバイスで扱う
コンテンツのデザインが難しい点は，同じ内容のコンテ
ンツを様々な大きさの画面で表示しなければならない点
です．Web サイトにしろ，アプリにしろ，PC で見る場
合もスマートフォンで見る場合もあり，それが同じコン
テンツであるということを表すと同時に，同じような操
作感を担保する必要があります．

当然ながら 1 冊の書籍の中で紙のサイズが変わるこ
とはまれですし，まして動的に変化することはあり得ま
せん．けれどもスマートフォンの場合には，向きを変え
ることで，画面の比率は動的に変化します．この動的な
画面の変化に対応するために，柔軟に変化するフォー
マットの考え方が必要になります．この軟らかいフォー
マットについては，いまだ発展途上であると言えます
が，従来から平面上のデザインにおいて基本とされてき
たグリッドシステムの考え方が生きています．

グリッドシステムは基本となる文字サイズと行間か
ら計算された格子状のフォーマットです（図 6）．グラ
フィックデザインの中で使われる仕組みですが，本来は
空間にも拡張して使用することも想定されていました．

インタフェースのように瞬時に対応する必要はあり
ませんでしたが，実は，静的なグラフィックデザインに
もフォーマットを様々な形に変化させる必要がありまし
た．例えば，ある新商品を宣伝する場合，サイズの大き
いポスターや電車の中吊り，ちらしやパッケージなど，
サイズも縦横比も違う画面に統一感のあるデザインを施
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 図 6　グリッド 1

 図 7　グリッド 2
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す必要があります．テーマとなる色彩や写真，イラスト
などはもちろんですが，全体を構成する空間の扱い方が
重要であり，そこが崩れてしまうと，途端に統一感が失
われてしまいます．

画面のサイズが変わればグリッド自体も変わります
が，基本となる文字のサイズと行間の比率を保つこと
で，そこから生まれるグリッドが全体の統一感を保って
くれます．インタフェースにおいても，動的に変化する
画面の中でのグリッドの変化の仕組みを設計することで
どのデバイスでも統一感のあるデザインを保つことが可
能になります（図 7）．
「グリッドシステム」といっても，基本原理はあるも

のの，野球のルールのように統一されたものがあるわけ
ではなく，デザイナーそれぞれがローカルルールを持っ
ているものです．インタフェースにおけるグリッドシス
テムも統一したルールがあるわけではなく，今後も試行
錯誤が続けられていくでしょう．

いずれにせよ，インタフェースのように動的な画面を
持つものに必要なのは，その変化に対応できる軟らかい
フォーマットであり，それは，動き方の仕組みを厳格に
デザインすることで初めて獲得することができます．

7 おわりに
スマートフォンのインタフェースは，その機能の向上

によって変化するとともに，ユーザの成熟度によって進
化します．1 年前，半年前に必要だった冗長な表記が必
要なくなることもあります．しかしながら，根底には人
間が長い歴史の中で触れ合ってきた道具との対峙の仕方
が根付いています．未来のインタフェースを想像すると
き，最新の技術を使った斬新な操作方法にトライするこ
とも必要ですが，今一度自分自身が日々行っている行為
に目を向けることが重要だと考えます．
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1 はじめに
スマートフォンアプリでできることの幅は年々増え

てきています．SNS に写真を加工した上で投稿するこ
とや，好きな音楽や動画像をいつでもどこでも楽しむこ
と，道中で現在地を伝えずにタクシーを呼ぶこと，地理
情報にひも付いたゲームをすることなど例を挙げたらき
りがありません．

そのような中，筆者はもらった名刺を整理するための
スマートフォンアプリ「Wantedly People ＊ 1」を，9 名
のメンバーでリリースまで 3 か月という短期間で 2016
年に開発，提供しました．今回，開発の現場視点でのス
マートフォンの技術について執筆の依頼を頂いたので，
その経験を基に伝えられたらと思います．

2 作成したアプリの概要
まず，話の前提となるどのようなアプリを作成したの

かについて説明します．精度の体感値や UI など言葉で
伝えにくい部分も多いので，可能であれば一度使ってみ
た上で読んで頂ければと思います．

2.1　アプリの特徴
Wantedly People は図 1 のように利用され，特徴は

以下のようになります．
（1）  アプリを起動すると，すぐにカメラ画面に移動．
（2）  複数枚の名刺をリアルタイムに検出し，同時に

撮影可能．
（3）  名刺は，数秒で電子データに置き換わり，名前，

会社名，役職，E-mail，電話，住所といったカ
テゴリーに整理され，検索可能になる．

 ＊1 https://people.wantedly.com/

（4）  Wantedly （ビジネス用 SNS ＊ 2）に登録済みのユー
ザの場合，自動でひも付けられ顔写真や職歴等
の名刺に載っていない事前に入力された公開情
報も表示される．

一言で言ってしまえば，「複数枚の名刺を全自動で電
子データに置き換えるアプリ」です．OCR の文字認識
率は，スマートフォンのカメラの性能や環境，名刺の種
類に依存はしますが，8 割程度は正しく認識されます．
この精度は，使っているユーザが増え，登録済みのユー
ザにマッチする確率が上がることと，同一の会社の名刺
データを参考にすることでより上がっていきます．

2.2　アプリの技術的な挑戦
今回のアプリの作成において，計画した機能が，技術

的に実現できるか自体が不明な点も多くありました．例
えば以下のような点です．

・ スマートフォン上で高精度の名刺認識に必要な Deep 
Learning を含む高度な画像処理が実行できるか．

・ 必要な解像度での画像のサーバ送信をユーザにスト
レスを感じさせない速度で実現できるか．

・ スマートフォン機種間でのカメラの性能差にうまく
対応できるか．

 ＊2 https://www.wantedly.com/
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以下の章では，これらの開発の際に特に課題になった
点を，写真にするのか動画像撮影にするのか，処理をア
プリ内で行うのかサーバ内で行うのかとその他の課題の
三つの章に分け，お伝えできればと思います．

3 写真 vs動画像
Wantedly People は，実は写真を撮影しているわけで

はなく，動画像上で仮想的にシャッタを切るということを
しています．ここでは，写真撮影から動画像上の撮影に
なった経緯を，試行錯誤の過程とともにお伝えします．

3.1　試行錯誤の過程
アプリを制作する際，まずは素直に 10 枚の名刺を 1

回の写真撮影でスキャンするものを考えました．しか
し，プロトタイプ作成時に問題点が浮上しました．ス
マートフォンの性質上，撮影ボタンを押すタイミングで
携帯が少し動いてしまい，手ぶれや 10 枚撮影したつも
りがそのうち 2 枚は角が切れているといったことが起
こりやすいのです．手ぶれは次の工程の文字認識精度を
大きく落とす原因になりますし，10 枚撮ったつもりが
8 枚になってしまうと体験を損ねます．

そこで動画像撮影で名刺をどんどん取得できないかを
検討しました．動画像の方が写真よりも難しい点がある
のは当然ですが，スマートフォンの場合，動画像撮影モー
ドで使用しただけで写真よりも不利な点が 2 点あります．

1 点目は最大解像度の差です．例えば iPhone の場合，
動画像撮影にすると写真にした場合より最大解像度が 1
辺当たり半分になります．2 点目はピント調整の難しさ
です．写真の場合は，撮影のタイミングでピントを合わ
せる機能が走るため簡単に鮮明な名刺の画像が撮影でき
ますが，動画像の場合は特に Android の機種によって
はアプリケーション側でかなり調整しないとピントが
あっていない状態の名刺が取得されてしまいます．

動画像撮影でのベストなユーザ体験は，カメラを起動
し名刺をどんどん滑り込ませることによってシャッタを
押さなくても名刺がどんどんたまっていくものだとまず
考え，これに挑戦しました．つまり名刺が流れるベルト
コンベアをずっと動画像撮影していたらどんどん名刺が
読み込まれるアプリです．しかし結果的に技術的に難し
いという判断で諦めることにしました．この理由は 3.2
にて詳しく説明します．

最終的には，動画像上でシャッタを押すという結論に
至りました．こうすることで，シャッタを押した瞬間の
ほかに前の数フレームも考慮に入れることができます．
取得した複数フレームのうち，最も手ぶれやピンぼけが
なく，多くの名刺が写っている写真を選択することで，

より良い解析精度が出せる名刺画像を取得することがで
きるようになりました．

ピントが合っているかどうかはラプラシアンフィル
タや JPEG で保存したときの画像サイズである程度判
断できますが，どの手法も絶対値で判断できるものでは
なく，同じ対象物が写っている際の相対値でしか判断で
きません．この意味でも 1 枚ではなく複数のほぼ同一
の写真を比較するのは良い決断でした．

動画像上で擬似的な写真を撮る体験にしたことは別の
メリットも生みました．スマートフォンで写真を撮影す
る際には，盗撮防止という日本固有の理由でシャッタ音
を鳴らす設定になっているため，処理を写真で行うと音
が気になってしまうという問題もあります．小さなこと
ですが，もらった名刺を撮影するのはオフィスや電車内
であることも多いため，音が出ないというだけで筆者ら
のアプリを選んでくれたという声も多数ありました．

3.2　動画像上での連続検出を諦めた理由
3.1 で述べたとおり，一度動画像のままシャッタを切

ることなく名刺を検出し続ける方針を立てましたが，結
局，諦めるに至りました．その理由を説明します．

動画像内でシャッタを切らずに名刺を取得し続ける
ためには，まず名刺を検出した上で，その後同一の名刺
を同一の名刺だと認識し続ける必要があります．そうで
なければ同じ名刺を何度も検出し 1 枚の名刺がどんど
ん増えていくことになってしまいます．

この課題を解決する案として，取得した画像に OCR
（光学文字認識）を掛けて文字情報で比較する方法，
dHash （1）などの画像全体を比較する手法，キーポイン
トマッチングという画像の特徴的な点同士を比較する手
法の三つを思い付きました．しかし結果としてどの方法
もうまくいきませんでした．

3.2.1　OCRで取得した文字列を比較する方法
まず，OCR で取得した文字列で比較する方法ですが，

処理速度が遅過ぎて使い物になりませんでした．動画像
を撮影しながら何らかの処理をする場合，その実行時間
はできれば 1 フレーム 0.1 s 以下，遅くとも 0.3 s 以下
で行いたいところです．しかし，現在の技術では，
OCR には名刺 1 枚につき 1 s 以上の時間が掛かるため，
もしこれを使って判定すると非常にカクカクするアプリ
が出来上がってしまいます．また，OCR はピンぼけや
手ぶれにすごく弱いのでピントが合わなくなったタイミ
ングで別の名刺として検出してしまう可能性が高くなり
ます．このような理由から撮影中に OCR によって判断
する手法は使えませんでした．
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3.2.2　画像全体の特徴量を比較する方法
画像全体を比較する方法はシンプルなものだとテン

プレートマッチングなど様々な方法がありますが，中で
も高速で実用的な手法として，dHash を用いました．
dHash とは，Difference Hash の略称で，2 枚の画像
を全体的に比較することでほぼ同一の画像を見付ける手
法です．画像特徴量を 64 bit の int ＊ 3 に収まる特徴数で
管理することで高速に比較でき，画像の拡大縮小，光量
の変化に強いという特徴があります．

dHash はより具体的には，グレースケールにする，
画像を縮小する，隣接ピクセルより暗くなったかをフラ
グにするという 3 段階の処理を行い実現されます．一
般的に画像の縮小方法は幾つかあるのですが，その際に
しっかり元領域全体の色の平均を取るように縮小するこ
とが必須です ＊ 4．直感的には，大きくぼかし効果（ブ
ラー）を掛けた状態で比較をして明るさの変化が同じよ
うな画像は同じと判断するアルゴリズムです．

これは手ぶれや蛍光灯の目には見えない明るさの変
化の影響などを吸収することはかなりの精度で実現でき
ましたが，名刺内に手が入る場合と，影が映り込む場合
に問題がありました．手が名刺を隠してしまうように，
手前の対象物が奥の対象物を隠す事象は一般的に
Occlusion と呼ばれ，幾つか解決策がありますが，影の
問題はどんな状況での影でも消せる手法は調べても存在
しなく解決できませんでした．

3.2.3　キーポイントマッチングを利用する方法
キーポイントマッチングとは画像内でも拡大や回転，

照明の変化に強い特徴的な点を複数抽出しその特徴量同
士を比較することで同一の画像を判定する手法で，有名
なものに SIFT 特徴量 （2）があります．ただし SIFT はリア
ルタイムに画像を処理するには少し遅く 1 辺 500 px 程
度の画像でも 1 s 程度マッチング時間が必要になる場合
が 多 い で す． よ り 高 速 化 さ れ た SURF （3） や Deep 
Learning によって見付けた特徴量を使う手法 （4）など速
度的には，ぎりぎり要件を満たすものが幾つかありました．

一方，精度の点ではキーポイントマッチング自体の性
質上十分な結果が出ませんでした．通常，ユーザが一緒
に撮る名刺は同一の会社の別の人である可能性が高いは
ずです．その際に名刺内の特徴的な違いは名前とメール
アドレスの数文字しかなく，ほかは全て同じということ
も珍しくありません．特に同一の姓だった場合はメール
アドレスも似ることが多く，たった 2 文字の間違い探

 ＊3 プログラミング言語上で整数値を表す表現．
 ＊4 OpenCVで言えば，resizeメソッドのinterpolationを

デ フ ォ ル ト のINTER_LINEARで は な く，INTER_
AREAで行います．

しのような状況になることもありました．キーポイント
の 8 割が合っていれば同一の名刺といったロジックが
簡単に破綻してしまうのは想像に難しくないでしょう．

3.3　まとめ
本章では，名刺を撮影する機能に関する意思決定を失

敗も含めお伝えしました．どのようなアプリにするのか
にも自由度があるため，一つのことを決めるのにもこの
ように様々な検証を行います．今回は時間制約の厳しい
開発だったので，この試行錯誤は 15 日ほどで実装も含
め行っています．それぞれの課題に 2 日以内に結論を
出す意識があるとこのくらいの速度感で開発ができま
す．研究とは違うプロダクトを完成させるための調査の
感覚が，少しでも伝わっていれば幸いです．

4 アプリ内 vsサーバ
本アプリでは何をスマートフォン内で行い，何をサー

バ側で行うかというのが重要な選択となりました．具体
的には，

・ 名刺の検出をどちらで行うか．
・ OCR をどちらで行うか．
・ サーバで行う場合，画像をどのタイミングで，どの

程度の画質でスマートフォンから送信するか．
といった問題が浮上し，結論としては，次のようになり
ました．

・ 名刺の検出はスマートフォン側．
・ OCR はサーバ側．
・ 画像は名刺検出後に切り抜いた名刺領域だけを

WebP （5）という形式で，最大解像度で送信．
ここではその理由とその前提となる各技術の処理速

度について延べます．

4.1　名刺の検出をどちらで行うか
名刺領域の検出は，現在，画像解析に大きな成果を上

げている Deep Learning で行う手法と，古典的なエッ
ジ検出や直線検出の手法などを組み合わせ独自に実装す
る手法の二つを試しました．当初 Deep Learning の手
法では，スマートフォン上で 4 s も掛かるということが
分かり，サーバ上でやることも頭をよぎりました．結
果，改善を進めるとどちらも 0.1 s に近い速度で学習す
ることができるようになりスマートフォン上でやること
になりました．

現在は，後者の古典的手法の組合せの方がより計算速
度が早く，必要十分な性能を早いうちに示したのでそち
らで実装されていますが，Deep Learning の手法もも
う少し開発時間を掛ければ十分実用レベルになる可能性
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があります．

4.1.1　Deep Learning による名刺領域検出
Deep Learning による名刺領域検出をさせる基本的

な仕組みは簡単で，複数の名刺が写された写真と，実際
の名刺領域の部分を黒，名刺でない領域を白にした画像
のペアを基に学習を行い，検出器を作成するだけです．
この検出器を用いて，画像から名刺領域を検出させるわ
けです．

実際に難しいのは，検出段階の処理をスマートフォンで
動かさなければならないことによる，実装上の制約と実行
時間でした．幸い，Tensorflow （6）という機械学習ライブ
ラリがスマートフォンでの実行に対応しましたが，当時
サンプルとして配布されていた一般物体認識をするアプ
リは一度の認識に数秒掛かりました．画像の Deep 
Learning は事前の学習に時間が掛かることは知られてい
ますが，単に学習済みのネットワークに処理を通すだけの
認識段階でも，かなりの時間が掛かるという弱点があり
ます．

この問題は縮小した入力画像を用い，一般的に蒸留と
呼ばれる作業を行うことで，ある程度実用できる時間で
検出できるレベルに改善することができました．

具体的には検出時間の短縮化を制約条件として捉え，
（1）  VGG （7）という学習モデルを基にした名刺検出モ

デルで学習する（検出時間 4 s）．
（2）  VGG の 64 層のモデルのうち 1 層目を小さなモ

デルにし，同じ結果になるように学習する．
（3）  上と同様の学習を 2 層目以降も繰り返す．

というように，学習モデルの改善を行いながら何回も
学習を行うことにより，当初 4 s ほどだった検出時間
を，精度をほぼ落とさずに 0.2 s ぐらいで検出できるま
でに改善したモデル（検出器）を構築することができ
ました．

この学習モデルによる検出手法の良いところは，背景
領域にも文字があるようなかなり難しい場合も（図 2），
名刺画像であるか否かの判断ができているという部分で
す．しかし，古い世代の機種では 0.5 s ほど掛かる問題
や，正確に名刺の四隅を当てるにはまた別の処理が必要
な点で，最終的にはこちらの実装は使わない決断をする
ことになりました．

4.1.2　古典的手法の組合せによる名刺領域検出
ここでは古典的な手法の組合せにより名刺を複数枚

同時に抽出する手法を説明します．本手法は確実に 1
フレーム 0.1 s 以下で処理が行え，現在動いているアプ
リではこの手法が使われています．

本手法は実装上の工夫が多く，特許も出願中です．そ

のため，ここでは概略のみ説明します．まず，図 3 の
①の画像のエッジを検出します．エッジ検出には
Canny Edge （8）などの手法が古くから使われており，
②で画像のエッジと一定間隔の横線との交点を多数求め
ることで，縦の直線の候補を求めます．一定間隔の直線
との交点を考えることで，解像度を落とさず処理速度を
大きく上げています．同様に横の直線候補も求めると③
のような画像ができます．その後，直線の集合からもっ
ともらしい四角形を複数探索し，台形補正をすることで
④のようなきれいな名刺が検出できます．

4.2　OCR をどちら側でやるか
筆者らが用いた OCR 器は名刺 1 枚当たりに約 1 s 程

度の処理時間が掛かります．これはスマートフォンでも
サーバでもさほど変わりませんでした．全ての処理がス
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マートフォンで完結できればオフラインでも全ての機能
が使え便利なので，条件が同じなのであればスマート
フォンサイドに寄せたいところです．

ただ，同じ 1 s だとしたときも，複数枚同時に処理す
る際はサーバに軍配が上がりました．スマートフォン上
では 10 枚を並列に処理することはできないので 10 s
掛かりますが，サーバでは 10 台で並列に処理させれば
処理時間は 1 s のまま変わりません．

ただし，10 枚の画像をサーバに送信するのは並列で
はなく直列になってしまうため，1 枚当たり 1 s 掛かる
のであれば，スマートフォンで行った方が結局良くなり
ます．結果として，4.3 で説明する手法で，一般的な
モバイルネットワークで十分に文字を認識できる解像度
の画像を 0.1 s 程度で送れるようになったことでサーバ
での処理にすることにしました．

サーバで行う方が，内部ロジックの変更が容易で，よ
り多くの処理を追加してもサーバの増強で解決できるこ
とが多いので今後の改善が見込めるというメリットもあ
ります．

4.3　画像の送信方法
画像データのサイズを決める要素は大きく二つで，解

像度（大きさ）と圧縮形式です．
まず，解像度の限界値は，最終的には OCR 器を実際

に掛けることによる実験が最も重要ですが，ある程度理
論的に考えることができます．名刺に存在している文字
の太さは小さいもので 0.2 mm 程度です．この文字の
線と線の間が見えなくなってしまうと OCR はほぼ確実
に失敗することが想像できるので，1 mm 当りのピクセ
ル数が 5 か 6 ぐらいまでの解像度が限界であることが
分かります．日本の名刺の大きさは 91 mm× 55 mm
なので，1 枚の名刺当たり 455 px× 275 px は欲しい
計算になります．

前述の容量の画像を一般的な JPEG や PNG 形式で圧
縮すると 100 kByte ほどのサイズになります．これは
1 Mbit/s のネットワークで 1 s ほど掛かる大きさで通信
環境が悪いともう少し掛かります．これではサーバに送
るだけで10枚分待つにはつらい時間が掛かるのですが，
Google が開発した WebP という圧縮技術を使うと見た
目的に同じぐらいの画質で数十 kByte 程度まで落ちる
ことが分かり，これを採用しました．ただし WebP は
圧縮に多少計算コストが掛かるので送信中はほかの処理
は止め，圧縮に使える計算リソースを最大限割り当てる
などの工夫をしています．

5 実アプリならではの
難しかった点

ここでは，ここまででは伝えられなかった実アプリな
らではの苦労を幾つか紹介します．

5.1　熱暴走問題
これまで何とか 0.1 s で終わるような処理時間という

話をしてきましたが，そもそもスマートフォンで CPU
を 100％使い切るような処理を回し続けると機体が大
変熱くなり，使い続けて大丈夫か疑問を持つような温度
になります．アプリの審査基準やガイドラインのどこに
も CPU を 100％使い続けてはいけないなどという記載
はないので大丈夫なのかもしれませんが，これでは良く
ないと実際はフルパワーで認識の処理はせずに 0.1 s 計
算して 0.2 s スリープするといった工夫をしています．
このとき，スリープするといっても検出処理を止めるだ
けで，検出済みを示す円のアニメーションは止めないこ
とで体感的に処理が連続しているように思わせる工夫を
しています．

5.2　カメラの機種差
新しいスマートフォンアプリを開発する際に，何百種

類もある Android 端末で正しく動くのかということは
頭を悩ませる種です．特にカメラを使った機能を開発す
る場合それが顕著に現れます．画像の解像度の差や，同
じ解像度でも明るさ調整機能，色調補正，オートフォー
カスのスピードと精度など様々な差があります．画像の
上下が反転する機種もありました．幾つかの端末は会社
で購入していますが，何百種類もの機種を全てそろえる
のは手間の面でも予算の面でも難しいものがあります．
こういったニーズに対応した検証センタという場所があ
り，比較的安い値段で幾つもの端末をその場で貸してく
れ動作を検証することができます．大抵の場合は，同一
のメーカの機体は同じような挙動を示すので，メーカご
との特殊なオプションの使用，変数のパラメータの調整
や特別な処理を入れて対応します．どの対処もできない
場合，そもそも対応していない端末としてインストール
すらできないようにします．

問題として一番大きかったのは，追従フォーカスで
す．タップしたときにフォーカスを当てる手動のフォー
カスに対し，動画像中に自動でフォーカスをするのが追
従フォーカスです．機種によっては追従フォーカスがデ
フォルトでオフだったり，性能が悪く低速だったり，そ
もそもなかったりします．ない場合はシャッタボタンを
押したタイミングで手動フォーカスを走らせるという処
理を書いて対応しました．
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5.3　CPU/GPU の端末差
OpenCV などの画像処理ライブラリは，CPU ごとの

並列計算などの独自命令の使用や，一部の処理に GPU
を使うことで計算を最適化しています．そのため，その
最適化が使えない端末では特定の処理の速度が，PC で
実装していたときの想定よりも極端に遅くなることがあ
ります．

例えば Android の特定の端末では，4.1.2の名刺領域
検出に必要なブラーを掛ける処理が PC での実装や
iPhone と比べ 10 倍ぐらい遅くなります．そのためそう
いった処理をもう少し解像度の低い画像でのみ使用する
ように変えたり，似た処理で置き換えたりする必要があ
りました．

6 おわりに
本稿では，一つのアプリ開発の経験を基にスマート

フォンで実現可能になってきた技術について説明しまし
た．アプリを開発する際には，Deep Learning の精度
や速度がスマートフォンで実用的に使うにはまだ厳しい
といった学術的な難所もあれば，Android 端末でのカ
メラの性能差の対応といった産業的な難所もあります．
そして研究と同じく，難しい部分を解決していく楽しさ
があります．筆者にとっては，今回の開発では特に，
5.1 で説明したようなデザイナーの UI の力で精度や速
度的に足りない部分をカバーして製品にしていくという
経験がとても新鮮で勉強になったところでした．

筆者は，研究の道も一度本気で考えたことがあるので
すが結果としてエンジニアの道を進みました．読者の方
は研究者の方が多いと思いますが，本稿がプロダクト視

点での ICT を考えるきっかけとなるとともに，研究を
プロダクトに生かす方法の参考になっていれば大変うれ
しく思います．
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