
N図２．６移動状態推定方式の橿要

複数種類のｾﾝｻｰを複合的に使って推定する｡２種額の方式を遅次処理として実行することにより.
7穂頚の移動状熊を滞納度推定できる。

⑪加辿度センサー･Ｉ･歩数計十誌地帰

推定結果

、マイク＋ＧＰＳ

椎定結巣’

1本|南志

モードに変えましょう」とか、「子供がスクールバ

スに乗ったらおIｿ:さんに迦知が届く」とか、「1mに

服ったら勝手にナピゲーション・システムが胆肋す

る」といったものです。新規サービスでなくても、

既存のサービスに、携帯竃話から得られたユーザー

の状態をうまく適川することによって、使い勝派の

向上が見込めるでしょう。

このﾉﾉ式が緋微的なのは、襖敗のセンサーを組み

合わせてユーザーの状態を推定しているところで

す。具体的には加速度センサーとマイク、ＧＰＳを

複合的に利川しています(図2.6)。

じつのうち柵嘆が低いのは、伸112です停ll:して

いるときの検出は簡単ですが、停止してないときに

も停止と推定してしまうのが問題です。ユーザーが

砿車に雁っていて心|[が駅で停車しているときなど

は、停l上とl川述えてしまうという間迦が起こってい

ます。改典方法を検討しています。

蝿２域搬粥堀毘でのＡＲ冠胴『墾寧碑透視ケータイＩ６１
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⑪加速度センサーの振動パターンで
乗り物が分かる

端末を持っているユーザーの状態を推定してみま

しょう。１０秒ごとに推定するソフトを開発してみ

ました。このため１０～20秒程度たつと､アプリケー

ションがユーザーの変化に気付きます。具体的には

ソフトが、．止まっているかもしれない”という場

合があります。確率推定によってソフトが自信のな

いときにこう表現します。自信があるときには､鱈止

まっている”と表現します。

この方式では、まず加速度センサーから得られる

振動パターンを使って５種類の推定をします。これ

により乗り物に乗っているという程度までは推定で

きます。ここからは、マイクを使って環境音を取得

したり、ＧＰＳを使って加減速の特徴を取得したり

して、乗り物の棚別を推定します。

ユーザーの移動状態が分かれば、消費カロリーを

推定できます。このユーザーの消費カロリーを自動

的に推定する方式を、東京大学と共同で研究してい

ます。小規模な災験ですが、ほかの医療機具と比べ

て１０％以内程度の誤差で推定できています。具体

的には､移動状態の推定結果からＭETS(MetaboliC

Equivalents、巡動強度)の範囲を推定し、加速度セ

ンサーから得られた時系列データから、ＭETS値

を推定しています(図2.7)。

実空間透視ケータイについてまとめると、このア

プリケーションは直感的なヒューマン・インタ

フェース技術とユーザーのプレゼンス情報を自動推

定する技術の二つの機能で櫛成されています。両者

に共通しているのは、センサー・データを加工した



ﾛ図２．７ユーザーの消貫カロリー自動錐室方式

移動状態推定結果からＭETSの範囲を推定し､加速度センサーの時系列データからＭETSを推定する。

り変換したりすることにより、何らかの実空間情報

を理解しているところです。

私は、ＡＲの肝となるのは"実空間からどんなも

のをどのように理解するか"だと思います。これを

私はセンサー・データ・マイニングと呼んでいま

す。

口人間に能力や利便性、

安心感をもたらす

これからは、センサー・データ・マイニングが将

来の挑帯寵話にどういう変化をもたらすかについて

考察します。

センサー・データ・マイニングとは、「センサー

によって取得された動的で大最な実空間怖報に対し

て、加工、変換、マッチングなどを行い、有用な情

銅２自撹帯電話でのＡＲ活用｢実空間透視ケータイ」６３
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】図２．８センサー・データ・マイニングの概要

センサー・データの加工によって、１層上位のユーザー・プレゼンス佃報を取得できる。さらに上位
層にはユーザー・プロファイル怖報が存在する。

6４

属慰鰯鴎センサー・データ

椛を抽出する技術｣のことを指しています。おそら

くＡＲの''1でも非常に砿災な典素の一つだと思いま

すｃ

現在はさまざまなセンサーが挑梢地柵に,似ってい

ます。これに対してさまざまな変換技術、川.l披術

を駆使す為と、ユーザーの状態､つまり誰といるか、

どこにいるか、何をしているのかといったものが分

かるようになります。ざらにその上位にはユー

ザー・プロファイルl洲iや、｜聯好1)1州lのようなもの

が仔在します。私が今、洲Ｉしているのはこのレイ

ヤーです(図2.8)。

センサー・データ・マイニングが成熟して柵滞近

lWiがどう変わるのかについて､欺年後をｲﾒｰヅし

ましょう。先ほどは、人と爽杢間の間にセンサーが

入るという説明をしました。センサーがユーザーの

状況を収11卜して班解しますそうすると激多くの

サービスを提供でき、人'1Wにちょっとした超能〃や

利便性、安心感をもたらすものになります。

例えば'だ空間を仮想的に透視する、あるいはス



I図２．９センサー・データ・マイニングが数年後にもたらすミクロなアンビエント空間の
イメージ

iﾐｸﾛ嬢ｱﾝビｴﾝﾄ｣侭

蝋
〃

実空間を仮想的に透視子供がスクールパスに梨ったら．田銅に潤知

スポーツのサポート

蕊
耐亜に粟ったら

日勤前にマナーモード
口動単に乗ったら

助手席ナビを自動的に起登

クールバスに恥ったら〕､知する、ツミ空冊上をランニ

ングしているとそのリズムに適した音楽を''1ﾉkす為

といったスポーツのサポートや、巡車に乗ったら拙

帯電話が''１動的にマナーモードになるとか、ＴＩ[に

乗ったらナビゲーションが超勤するなどのサービス

などが災現できるでしょう。これらすべて塊窄lllll2

に仮想オブジェクトを提,パしているため、広い愈味

ではこれらもＡＲと呼んでよいのではないでしょう

か(図2.9）こうした数年後の状況を私は「ミクロ

なアンビエント社会」と呼んでいます。

さらにその先も触れておきましよう・前述したミ

クロなアンビエントネ|:会において、ユーザーの状況

が分かるようになると、通ｲを使ってその状況を共

有できゐようになりますそうなれば次は、ユー

ザーのプレゼンスから'削りのプレゼンスを推定でき

ると‘似っています、

露２堂郷緬貼でのＡＲ活用｢災窒伽適呪ケータイ」６回



I図２．１０ユーザー・プレゼンスから空間プレゼンスへ
複数ユーザーのプレゼンスを組み合わせることで､空間プレゼンス“の状況)を取得できるようになる。
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｢マクロなｱﾝピｪﾝﾄＩ

翻貿一四一雲。
|再三1声綴 鴎←T堀－一

鯉の盛り上がＩ』 公共空間の混雑状況

例えば、場が盛り上がっているとか、店が込んで

いるといったことが分かると、」ﾙの空気に適した仮

想オプジェク１，を,lルバでき為ようになるでしょう

(図2.10)。このような機能の笈現は５～１０年先か

もしれませんが、私はこうした状況を「マクロなア

ンビエント社会」と呼んでいますまだ私には典休

的なﾂﾐ現手段やサービスは見えておらず、今後の郷

胆あるいは可能性だと思っています。

■Ｉ数十年後は社会の中核に進化

ここまでをまとめると、199()年前後に{ル||池!i'１

がilijﾙに将及し始めて、いつでもどこでもネットに

つながるパーソナル・ゲートウエイとなり、現ｲIミ

パーソナル・エージェントに進化しつつあるという

のが現ｲ1罰だと考えます。'典窄ＩＩｌｊ透視ケータイは、棚

柵ｕｌｉｌ１ｉがパーソナル・エージェントに移行するため

の一つの甥素技術とｉｆえます。



0図２．１１現在の翼唾間透視ケータイの位固付け

視帯電諾はパーソナル・ゲートウエイから、エージェントに進化しつつある。

〔 堅〕四回両引Ｅ面
11

その後、ユーザー・プレゼンスから空Ⅲプレゼン

スが取得できるようになり、携帯寵話はフィール

ド．エージェントへと進化し、さらに数十年後には

ソーシャル・エージェント、つまり社会の中核とな

るという可能性を秘めています。この点で、私はセ

ンサー．データ．マイニングやＡＲに期待しています

(図211)。

凸使い方をユーザー、

開発者と共同で築く

ＫDDIは2008年の0琴CEATECJapanに実空iHl

透視ケータイを腿示しました。これに対して、多方

而からさまざまな使い道の指摘をいただいていま

す。これを受け、私たちはまずベータ版をユーザー

に使っていただいて、どんな使われ方がいいか、ど

んな応用の使い方があるのかを収巣していきたいと

考えています。ベータ版を配布する際には、概数の

サービスを無償で利用できる状態にして、利用者

ニーズを検証したいと考えています。

さらに、実空間透視ケータイの技術仕棟の一部を

公開し、実空間透視ケータイ上向けのコンテンツ

サーバーを容易に開発できるＳＤＫを公開しようと

●CEATECJap8n＝情報

通低・映倣分野の総合願示

会。敵子佃報技術産業協

会、憎報通個ネットワーク

産業協会、コンピュータソ

フトウェア協会の3団体が

運営する。

鋪２章撹棚田蕗でのＡＲ活用｢爽空凹遇抑ケータイ」６７



6８

考えています。これにより、開発者の皆ざんがどの

ような応用をされるのかといった開発者ニーズを検

柾したいと考えています。



ＡＲ＋携帯電話への期待

ボインティングアクセス

■！「検索｣の意味が変わってきた

まず、「検索｣が持つ意味をどえていきましよう。

１０数年前まで検索とは、「水や辞舟など紙媒体の巾

にあるデータや言業を探す」という愈味でした。そ

れが現在ではコンピュータやＩＴが発腿したことに

より、「インターネットを含めたコンピュータのデー

技術と拡張現実

蚊近､ＮＥＣマグナスコミュニケーションズ(以下、

NECマグナス)では、ＡＲに関辿する問い合わせや

商縦がjＷえています。2007年ころからマスコミに

収りＩ:げられる機会が１Wえたこともあり、忙しく

なっています。今日は｢検索」にポイントを置きな

がら、ＡＲを取り入れている私たちの取り組みを細

介したいと思います。

ＮＥＣマグナスはＮＥＣのｌＯＯ９６ｆ会社で、勝ﾉｉｆ，

映像、データを融合した次世代の製品・ＳＩサービ

スを開発・販売しています。職は｢3次ﾉ亡空間検索

技術」を使って、いろいろな応川分野の開発を担当

しています｡

、

一
歩
》
》

蛎日魚ポインテイングアクセス扱術と砿強況突６･

author：山崎順一
NECマグナスコミュニケーシコン訓泉式会社市嶋剛耐仙准躯圭住

r_第３童



ｍＰＧＰＳ＝GlobaIPositio

ningSystem‘,全地球測位
システム。米軍が打ち上げ

た24個の人工衝星と地上

の制御局、利用者の移動局

から桐成されるシステム。

移動局と三つ以上の衛星と

の距殿を叶測することで、

移動局自身の平面上の位置

を知ることができる。四つ

以上の衛星を利用すれば、

３次元的な位置を測定でき

る。衛星と移動局間との距

離は、晒波が到運するのに

要した時間から計範する。

唖画角＝カメラで掴影す

るときの被写体の写る範囲

を、カメラのレンズを中心

にした角度で示したもの。

７０

タベースの中から探す」という意味合いが非常に強

くなっています。「検索」という青葉が持つイメー

ジが大きく変わっているのです。

それでは20lx年には｢検索」はどうなっている

でしょうか。おそらく、紙媒体やコンピュータの

データベースだけではなく、「３次元空間にあるデー

タを探す」という意味が加わっていると思います。

現在、私たちを取り巻く空間の中にはさまざまな

データがあります。地図メーカーやグーグル、ヤ

フーなどが提供する地図検索サービスの中には、既

に紳庇．維皮悩報を持ったデータが数多く存血しま

す。ＮＥＣマグナスはそのデータを一元化して、そ

の中から特定のポイントにある特定のデータだけを

選択する技術を開発しています。

ロジオベクターと提携、

３次元空間検索を実現

３次元空IHI検索は、設定した条件の下で特定の情

報を取り出す技術です(図3.1)。検索時のパラメー

タは、①端末が持つ自分の位個悩報、②向いている

方向・角度、③検索したい情報のカテゴリー、④範

囲になります。

①の位lmHW報は、０琴GPSなどから取得するこ

とになります。②の方向・角度はカメラの0審画角

のような梢報です。③の検索悩報のカテゴリーはレ

ストランや駅といった分類の情報。④はどこからど

こまでを検索対象にするかという情報です。これら

のパラメータをもとに、数あるデータベースの中か

ら特定のエリアにある特定のデータだけを引き出し

ます。

ＮＥＣマグナスは、３次元空間検索の特許を数多



R図３．１３次元空凹検索の仕組み
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国Ｆ１付間

１ 画＝方位梢報

鰯

〈保有している0蚕米ジオベクター社と提携し、

''1社の技術をコアに使って、アプリケーションと

0念=ポインテイングアクセスプラットホームを|Ⅲ発

しています。

３次元ﾂ部'1検索エンジンには、ジオベクターの

｢GViDポインテイングアクセス技術」を使っていま

す。ＧＶｉＤは｢ジオベクター．インフォメーション．

デイスクリプタ」の略です。この技術を用いれば、

携帯電話に内蔵されたＧＰＳなどの位閥検出機能と、

0蚕電子コンパスなどによる向き検出機能を使っ

て、従来とは災なる、方角・方lhlを加味した３次元

空間検索がIり．能になります(次ページの図3.2)。こ

れまでよりも、情根を綾Ｉ)込めるようになります。

■Ｉ「携帯マウス｣の実現を目指す

｜l指しているのは、既存の検索文化の１１'に、新た

な文化を導入したいということです。

現在、私たちはパソコンの画面上でマウスを使っ

鰯

雄霊誕

qか米ジオベクター＝米国

サンフランシスコ市に本社

を置くハイテク企業。３次

元空間検索技術をⅢ先す

る、

K診-ポインティングアクセ

スプラントホーム＝３次元

空間検索サービスを実現す

るための、検索エンジンを

含むプラットホーム。

噂宮電子コンパス＝地磁気

から方位を検出するデバイ

ス。地磁気センサーとも呼

ばれる。

弟３京ポインテイングアクセス妓術と拡弧珊災７１



Ａ

１

N図３．２従来と異なり方向・方角を指定した３次元空間検索が可能

預
血
■

従来の位悩悩報ベースの検姫

てクリックしながら該J1する怖報を検索していま

すＮＥＣマグナスはこの中に､３次元窄間にあるデー

タベースの巾から、桃'柵u,１，'Fをあたかもパソコンの

マウスのように使って検索すみ文化を付け加えたい

と思っています。

例えば、映画の看板があゐとしましょう。桃'冊1tj

iiiIiのカメラで映IlIIiの希板を映してボタンをクリック

すると、ショート・ムービーをダウンロードできた

り、映llIIiのチケットを買えたI)といったことができ

るようになります。こうしたり峡1&界の身のlTilりに

あるモノをポインテイング(折しﾉす)することで、

さまざまなデータを取得できるシステムを柵築しよ

うとしています(図3.3)。つまり、ムk活に密着した

検索ツールとしての．､携帯マウス．，が私たちの、標

です。

今までは、デバイスの機能がW,たちの実現したい

技術にまだ追い付いておらず、不充全なシステムし

か作れませんでした。しかし、雌近は携帯電話に非

Ｉ‐

‐

一

一

7２

ＧＰＳ＋コンパス＋ＧＶｉｃ



、
Ｉ

W図３．３現実世界における皿マウス”を目指す

現実世界 ＰＣの世界

争

趣

□n口ー
□□､Ｈ
□口叩
□□□|ｺ
ﾛﾛn口

鮒３耐ポインティングアクセス技砺と抵弧腕災フヨ

常に多くの機能が搭載されているので、桃'Hfマウス

の爽現がかなり近付いていると考えています〈次

ページの図3.4)。

ただし、課題も残ります。現在の携帯晒活では、

距離Ni報の取得や設定が而倒だということです。挑

帯逓術のカメラで搬影した画像がどこを'ゲしたの

か、１００メートル先なのか、１キロメートル先なの

かが分かりません。よって、アプリケーションの作

り方も暖昧さを残した作りにせざるを得ません。ま

た、メモリー祥1,tやバッテリー祥1,tのｲく足、挑祢電

話の機械によっては、ＡＲに必要な機能を搭仙して

いない、Ｇ琴APIの一部ｲl:械にＡＲアプリケーショ

ンを作りにくい点があるなどの間辿もあります。

ポインティングアクセス技術を使って、どのよう

なＡＲサービス、ＡＲアプリケーシヨンを災｣ﾂ,Lでき為

のかについてサンプルを示します。例えば、（１１もな

いところにバーチャルのキャラクタを配慨し、携'冊

電話がそのキャラクタのが在を読み取ってゲームを

E翁一ＡＰＩ＝ＡｐｐＩｌｃａｔｉｏｒ

ＰｒＯｇｒａｍｍｉｎｇｌｎｌｅｒＩａＣｅｃ
アプリケーションがＯＳや

ライブラリの機能を利用す

るためのインタフェース、



ﾛ図３．４最新の挽帯瞳鱈は多数のデバイス、センサーなどを内蔵する
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楽しめる、あるいはバーチャルな伝薗板を特定の時

間、特定の場所に作成し、ユーザーがメッセージを

読んだり瞥き込んだりできる、といったサービスを

開発できます(図3.5)。

⑪実画像と３次元ＣＧの２方式を開発

私たちは携帯マウスの表現手段として、二つの方
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B図３．５ボインティング技術を使ったＡＲアプリケーションの航

雛

式を開発しています。一つは鵬柵Ii紬のカメラl#Ii像

を仙うﾉﾉ式です。もう・つは挑怖1uM1flﾉjで３次J6コ

ンピュータ・グラフィックス(CG)を用いた0雪ＧＩＳ

(地理情報システム）を使って表現する方式です．３

次元ＣＧといってもリアルに描lI1Iiしていますので、

lI1lj〃式の見かけはそれほど変わりません(次ページ

の写真3.1)。

ただ両構が火きく違うのは、前荷がその場へ行か

なければ使えないのに対し、後帝はどこにいても仙

えるという点です。もしくは、カメラが使えないI1iV

l州でも後杵であれば利川Iり．能です｡
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H写真３－１実画像（左）と３次元ＣＧのモデル

仁

匝謬-･ラィブビュー＝カメラ

が写しているリアルタイム

瑛像のこと合

ﾌ６

仁

■．ＡＲサービス｢OneShotSearch｣を開発

では、カメラ画像を使う方式から詳細を説明しま

す。

ＮＥＣマグナスは｢OneShotSeそlrdl｣と呼ぷＡＲサー

ビスを批ﾙﾘﾐ的にⅢ発しました。これはカメラのスク

リーンに災示されている範開の怖服を空|川検索する

ものです。

ユーザーの現在位世から近い順にお店の楕報を炎

ボします。レストラン検索をしたjﾙ合の例を細介し

ましょう１１W而上に表示されたハンバーガー展の名

前を選ぶと、その店までの直線距離と、どの方向に

歩くかについて、矢印で表示してくれます(図３．６)。

｜WjIiiな八Ｒゲームも作りました‘，周り11のどこかに

隠れたバーチャルなキャラクタを、鵬帯瓶話でポイ

ンテイングしながら探すものです。キャラクタを発

見するとlIIii面上のレーダーが赤く光り、カメラの

シャッターを切為と、キ｡Yラクダを捕独できます

(図3.7)。

ＡＲにはいろいろない上がありますが、現状の挑

帯遊話では0琴ライブビュー映像に対して、リアル



I図３．６「OneShotSearch」を使う店舗検索の例

R図３．７ＡＲゲーム

「かくれんぼ|ができる『

隠烈誠伽一

鵠定．、戻る

Search

しし

:璽画；Ｆー戻識

タイムでの両像合成は剛雌です。ＣＰＵの処叩能ﾉJ，

メモリーが不肥し、バッテリーもすぐになくなって

しまいます既存の柵'淵Ij話でＡＲアプリケーショ

ンを作る際には、いろいろな工夫が必嬰です。

耐Ｂ蹴爪インテイングアクlユス技斯と抽弧呪災フフ



錘バーチャル広告を簡単に置ける

３次元ＣＧ方式

３次元ＣＧのＧＩＳを使うﾉﾉ式を兇てみます。３次

元ＣＧのデータは、もともとパソコン用に作られた

ものを利用しています。ただし、パソコン川のまま

ではデータ雌が多すぎて処理が７１t<なるので、拠怖

巡話上で擁<動くように変換しています

また、単純に柵画しているのではなく、挑怖li,Iル

から緋られる位慨情報、方位情報と３次元ＣＧとの

同期を取っています。それにより挑帯電話を左右な

どに振ると、振ったliIlきに応じて３次元ＣＧのlI1li像

が変わります。（写真3.2）

当然、カメラllIIi像を使う方式と|,１様、空|Ⅲ検索が

可能です。一方、３次元ＣＧ内の将定の位lifにバー

チャル広告をiｉ't<といったカメラllIIi像の方式では、

少し雌しいこともiiWili､にﾘﾐ現できます。

ＮＥＣマグナスで試作したアプリケーションでは、

Ⅱ写更３．２挽幣耐話を左右に振ると３次元ＣＧもそれに追随する

§
８

７８

塁全

面



I図３．８バーチャル広告を埋め込める

即胤血

壷 一一
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r､号.0閏訂キムqJ辛到･ＭＯけ,Ｆ減睡のＨＰ延ン

胃干一ﾛー ＝亜=式､邑函ローローエr掴ＥＴワアス煙１

２０屯０町』リ回たちザーピスＱ麓B2し＆ロ

”，

画遮劃唾ＴＺ壷~１ 裟裟,岸ff嵩

まずＧＰＳからＪＩＭ§位Witを収押し、イル'1W地AIiのllIIilni

にI‘1分が向いている方向の３次ﾌ亡ＣＧのj/:体地似lを

喪ノパします。バーチャル広告もあり、ユーザーが近

付くと広併のフレームが赤く光るといったしかけも

加えました。そして広告を遊ぶと、広;'ﾃ内容が表'Jミ

され、また側巡するホームページも炎'することが

できます。（図3.8)ｃ

■赤外線通信と組み合わせる

ＮＥＣは赤外線辿艦規陥｢IrSimPk'」インタフェー

スを使った禿ｉｉｉ機を開発していますこれは従来の

赤外線通信と兇なり、ｌ対、で４Ｍビット／秒の高

速ダウンロードが､I能なものです。映像や画像も知

11洲11でダウンロードが定了します。イf効距雌は６

メートル職庇です。苑ｲ機はネット『ノークにつなげ

られあので、リアルタイムにさまざまな情報を配信

できます。

ルif内のようにＧＰＳによる場所の特定が棚:しいよ

うな環境でも、この１１･SimpleをＡＲと組み合わせ

ればいろいろな111.能性が生まれます。例えば、発lli

姉３餓ポインテイングアクセス技研と拡弧呪突７９



唾Symbian＝視帯電賭用
ＯＳの一つ。ＮＴＴドコモな

どが穆加する非営利団体

SymbianFoundalicnが開

発を撤進している。２０１０

年にはオープンソースにな

る予定。

唖WindowsMobiIe＝マイ

クロソフトが開発する携帯

晒胎用ＯＳ。

”Android＝米グーグルが

主導するOpenHandse1AI

lianceが開発・提供する撹

帯電鱈/スマートフォン向

けＯＳ・オープンソース・

ソフトウエアである。撹帯

電胎メーカー、ソフトウエ

ア開発者は無償で利用でき

る。低廉な挽帯晒胎端末や

魅力的なアプリケーション

の登埋が期待できる。

｡T・MobiIeG1＝台湾HTC

が開発した初代Android搭

載の撹帯電歴蛸末。６拍の

加迎度センサー／愈子コン

パスを内函している。

8．

機の緯度経度情報と、どちらの向きに発信している

かの方向情報を赤外線通信で送れば、携帝地話が信

号を受け取ったときに、ユーザーがどこにいてどち

らの方向を向いているかが分かります。この悩報を

基点に検索サービスなど、さまざまなことができる

ようになります。

ただ現状の携補通話では、実装上の問題がありま

す。赤外線の受信は自動起動になっていないため、

発信機からデータを受信するには、アプリケーショ

ンを起動しておく必要があります。理想的には、屋

内で携帯通話が向いた方向にたまたまIrSimpleの

発信機があったら、アプリケーションが自動起動し

てほしいのですが、これはまだできません。

ａＡＲアプリの開発に向くAndroid

柵帯砥播でＡＲアプリケーションを開発するため

には、柳帯巡話が内蔵する多くのデバイスを側時に

駆使する必要があります。開発者の立場からは、で

きるだけデバイスを自由に扱える携帯電話用ＯＳが

繁ましい、ということになります《》

現ｲi畠、柵帯通話川ＯＳはいくつもあります。ｎ本

では鵬補巡話向けのLinuxや0琴Symbinnがよく

使われています。最近はマイクロソフトの0季WindOwS

Mobileの採用も期えてきました。一方で、オープ

ンソースでLinuxベースの0蚕Androidもi冊題で

す。

挑帯斌話用ＯＳをＡＲアプリケーション開発の観

点から見ると、最も開発しやすいのは、現状では

Androidと言えます。Android端末は今のところ台

湾ＨＴＣが開発した｢0蚕Ｔ,MobileGl」しかなく、

2009年春時点でロ本では未発光です。しかし、Ⅱ


