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スマート端末を利用した新しい業務インタフェース

1.  はじめに

特集

概要
　Android、iOSといった小型端末向けのOSを搭載したスマートフォン端末やタブレット型端末が急激に普及し

ている[1]。これらの端末には、これまでのノートPCや通常の携帯電話のような端末と比べ様々な特徴がある。

直感的な操作性を有し、高解像度タッチパネルや高機能カメラ、GPSや各種センサーなど優れたインタフェース

や計測器を搭載している。また、Wi-FiやBluetoothなどの通信用デバイスとしてのインタフェース機能も備え、簡

易に利用することができる。

　本稿では、これらの特徴を活用した新しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「かざす」

ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケーション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事

例として、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーションの例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリ

ケーションのインタフェースへの可能性を示す。
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　Android、iOSのような小型端末向けOS搭載端末（以下、ス

マート端末）が最も特徴的であるところは、アプリケーション

を自由に開発しインストールできるという点である。

　日本では、従来までの携帯電話でも端末専用にアプリケー

ションを開発しインストールすることはできた。しかし、日本

の携帯電話におけるアプリケーションはビジネス向けは少な

く、ゲーム等のコンシューマ向けが普及するに留まっていた。

　スマート端末は２００７年ごろから日本で広まりはじめたが、

当初の傾向は携帯電話と同様にコンシューマ向けのアプリ

ケーションが多く普及した。しかし、２０１０年頃からスマート端末

を利用したビジネスアプリケーションが注目されはじめ、業務の

現場でスマート端末を活用する事例が見かけられるようになっ

てきた。今後もビジネスアプリケーションの比率は増加すると

見られている。

　携帯電話では成し得なかったビジネスアプリケーションの

普及だが、なぜスマート端末の場合はその可能性が見えてきた

のだろうか。本稿では、まず、普及のカギと考えられるスマート

端末の特徴を述べる。次に、スマート端末の特徴を活用した新

しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「か

ざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケー

ション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事例と

して、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーション

の例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリケーションの

インタフェースへの可能性を示す。

5. おわりに
　本稿ではスマート端末がビジネスアプリケーション開発プ

ラットフォームとして適性があることについて述べ、その開発

事例を紹介した。スマート端末では、アプリケーション側から

利用できる様々なデバイスや機能を活用することで、これまで

にない業務インタフェースを実現できる。

　スマート端末を使用することで、カメラやマイクを利用した
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3.2  バーコードリーダ
　「容易」な操作性を実現するには、ユーザがバーコードを探

して、専用のバーコードリーダ機器をあてがうという操作では

なく、標準搭載のスマート端末のカメラで被写体を範囲内に収

めるだけで良いようにすることが重要である。バーコードリー

ダの入力としてカメラを使うには、自動的にピントを合わせる

規格を持ったカメラでなければ実現が難しい。最近のスマート

端末のカメラはJSR-234規格を備えており、この点をクリア

できる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

（１）直感的な操作性

　スマート端末の大多数はタッチパネルを備え、携帯電話

と比べて操作性に優れる。フリックやピンチイン、ピンチ

アウトといったスマート端末特有のジェスチャにより、画

面内のオブジェクトを直感的に操作でき、ユーザが操作に

慣れやすいためである。

　多くの携帯電話アプリケーションのように、複数回キー

を押下して入力をさせるインタフェースは業務利用におい

ては適さない。

（２）高い画面解像度

　スマート端末は端末面の大部分をスクリーンとして設計

されているものが多く、小型な端末サイズの割には画面

が大きく解像度も高い。

（３）クラウドとの親和性

　スマート端末はWi-Fiや3Gなどのネットワーク接続に

対応しており、容易にインターネットが利用できる。従来

までの携帯電話でも可能な端末はあるが、ネットワーク接

続を前提に設計されているスマート端末OSのほうが、接

続性やパフォーマンスの点で優れる。スマート端末は現状

ではクラウド用端末としてベストの立ち位置にあり、業務

系クラウドとの親和性が極めて高い。

（４）多様なデバイス

　NFC(近距離無線通信)への対応は、携帯電話の方が大

きく先行しており、業務アプリケーション利用の観点では

携帯電話の方が有利であるといわれていた。しかし、最近

のスマート端末はNFCに対応し始めており、業務アプリ

ケーションへの利用が進められている。

　多くのスマート端末は様々なハードウェアデバイスを装備し

ている。カメラやGPS、Bluetoothをはじめ、端末の種類にも

よるが、加速度、ジャイロ、接触、温度、輝度センサーなど多様

なセンサーを備える。スマート端末アプリケーション開発者は

これらのデバイスの機能を必要に応じて取捨選択し、使いや

すく高機能なアプリケーションを構築することができる。

　これらのデバイスを備える携帯電話も多少は存在する

が、インタフェースが統一されておらず、利用にも開発にも不

便がある。

（５）煩瑣な開発手続きからの解放

　従来までの携帯電話では、例えば、電話機能やGPS機能

2.  スマート端末の特徴 を利用したアプリケーション開発には様々な手続きが必要

になる。一方で、スマート端末OSの中でも、特にAndroid

においては、前述した機能利用はもちろんのこと、実機での

動作確認や導入も手続きなしで行えるため、顧客への提案時

にも、端末機能を利用したアプリケーションを作成し、実機

で動作させながらプレゼンテーションを行う、ということも

手軽に行える。

（６）ワールドワイドな市場

　携帯電話のアプリケーションはそれぞれの国内レベル

の市場をベースに考えることになるが、スマート端末の市

場は広く世界が対象である。また開発者視点で見ても、世

界中に開発者が居り様々なオープンソースを公開しあって

いるため、コミュニティが活発で利用できるツールやモ

ジュールが多いのは大きな利点である。

　以上のことから、スマート端末はビジネスアプリケーション運

用プラットフォームとして有用であると考えられる。次章からはこ

れらのメリットに着目し、スマート端末をインタフェースとするビ

ジネスユースのスマート端末利用事例を２例紹介する。

　適用先として立ち業務を主とする店舗の従業員など向けの

業務マニュアル表示アプリケーションを考える。この業種で

は、新人従業員などが業務に就くことが他業種と比較して多

く、人の入れ替わりも頻繁であることが想定され、効果的で分

かりやすい業務マニュアルが求められている。また、対面接客

中などの場合には、多くの商品から「短時間」で「容易」に必

要な業務マニュアルを検索できることが望まれる。本章では

「短時間」で「容易」に検索できる新たなインタフェースとし

て、「かざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプ

リケーションについて紹介する。

　前章で説明したように、スマート端末には多様なデバイスが

搭載されており、ほぼ全てのスマート端末にはカメラが装備さ

れている。スマート端末OSではカメラを簡易に扱えるAPIが

用意されており、カメラを使った画像の撮影や、映像のプレ

ビュー、映像のリアルタイム画像処理が可能である。そこでこ

れらを活用し、カメラをユーザインタフェースの手段として、多

くの入力を必要とすることなく、商品についているバーコード

にスマートフォンを「かざす」だけで検索できる業務マニュア

3.  「かざす」ユーザインタフェースによる
　　 業務マニュアルアプリケーション

ルシステムを考える。

　今回紹介するアプリケーションは、タッチパネルで手軽に操

作でき、バーコードリーダ機能を有することで検索操作も簡単

なアプリケーションとなっている。

3.1  作成したアプリケーション
　２次元あるいは１次元バーコードをスマート端末のカメラで

読み取り、それに関連したマニュアルを表示するアプリケー

ションについて説明する。図1にシステムの概略図を示す。

　このアプリケーションはカメラ映像からバーコード領域を解

析し、コードをデコードする。そして、デコードデータに関連付

けられたマニュアルをデータベースから検索し表示する。

　アプリケーションのユーザは検索文字列などを入力するこ

となく、業務中に必要なマニュアルコンテンツを即座に参照す

ることができる。表示されたマニュアルはスマート端末の高解

像度スクリーンに表示されるため見やすく、また指で直感的に

操作できるため扱いやすい。動画再生なども即座に行えるた

め、理解しやすいマニュアルコンテンツを表示できる。

　本例ではAndroid OS の GalaxyTab を利用している。

図1  バーコードマニュアル検索

　Android OSのAPIを使用し、カメラデバイスの確保とプレ

ビューの表示、映像情報の取得を行うことができる。その映像

を解析しバーコード領域の判定、バーコードデコードを行うこ

とによってバーコードリーダを作成できる。

　本事例では解析部分は、オープンソースのバーコード処理ラ

イブラリである「ZXing」を使用する。このライブラリは携帯

型端末で利用されることを前提に開発されており、Android環

境では高パフォーマンスでバーコードリーダを実現できる。な

お、バーコードのテストデータとして、無料で使用できる２次元

バーコード生成サイトの出力を利用する。

3.3  バーコードによるマニュアル表示の処理フロー
　アプリケーションのマニュアル表示部分の処理フローの概

略図を図２に示す。

　アプリケーションではカメラのプレビュー映像をスクリーン

に転送すると共に、コールバックによってキャプチャ画像を得

る。その画像をZXingライブラリによって解析しデコードす

る。カメラはオートフォーカス機能を有しているため、ユーザが

カメラシャッター操作をすることなく、リアルタイムに画像を

取得し、バーコード領域を判定することができる。デコードし

て得たデータがURLの場合には、ブラウザを起動し表示する。

データがアプリケーションで事前に定義したマニュアルIDであ

る場合には、そのマニュアルデータを表示する。

3.4  音声認識インタフェースによる更なる操作性の向上
　前節までの機能により、「かざす」インタフェースによる業務

マニュアル検索が実現できる。しかしさらなる操作性の向上の

ため、本節では音声認識インタフェースの組み込みを紹介す

る。アプリケーションを改良し、バーコードリーダによる検索

だけでなく、音声認識による検索にも対応する（図３）。

　従来型の携帯電話の時代から、小型端末の操作では文字の

入力操作がインタフェースの大きな課題であった。Androidは

音声認識用のAPIを備えており、簡易に音声認識を利用した

アプリケーションを作成することができる。音声認識インタ

フェースを備えることで、ユーザは文字入力の手間が省け、利

便性が大きく向上する。

　業務マニュアルアプリケーションで考える場合、バーコードが

貼れないものや挨拶の仕方など概念的なものなど目の前のも

の以外の何かを検索する用途では、「かざす」インタフェースは

使えない。そこで言葉による入力に対応し、高速に検索を行う。

　Androidの音声認識はクラウドで行われ、アプリケーション

は認識結果の文字列を取得する。認識結果は一つだけでなく、

順位をつけられた複数の候補を得る。アプリケーションではこ

れらの認識結果をキーとしてマニュアルデータベースを検索

し、マニュアルコンテンツを表示する。アプリケーション側で認

識結果と登録キーワードをあいまいに関連づける仕組みを用

意しておくことで、高い確率でユーザの求めるマニュアルコン

テンツに到達することができる。登録キーワードをあいまいに

関連づける手法は複数あるが、例えば事前に音声認識を複数

回テストし、発生した誤認識リストを登録キーワードの二次

候補リストとして用意しておき、認識結果が登録キーワードに

一致しない場合は、二次候補リストをマニュアル検索に用いる

手法などが考えられる。

図３  音声認識マニュアル検索

3.5 業務マニュアルアプリケーションの評価
　今回開発した業務向けマニュアル参照アプリケーションは、

バーコード読み取り専用ハードウェアを必要とせず、Android端末

をバーコードにかざすだけでアクセスすることができる。また端

末に向かってマニュアルに関するキーワードを発声するだけで所

望のマニュアルコンテンツへ即座にアクセスすることができる。

　テストではバーコード認識、音声認識共に認識率は９５%以

上となり、十分に実用レベルのものであると確認することがで

きた。またバーコード検索操作や音声検索操作については、初

めて使用する人も数秒で行うことができ、「短時間」で「容易」

なインタフェースと評価している。

　本事例のような手動入力による操作が難しいアプリケー

ションでは、手動入力以外のインタフェースを考える必要があ

る。スマート端末では従来までの機器とは異なり、映像や音声

を入力とする新しいユーザインタフェースとして活用できると

評価している。

4.  Bluetoothデバイスインタフェース
　　置換アプリケーション

　スマート端末のインタフェースとしての新たな可能性は、

ユーザインタフェースに関するものだけではない。前章では

ユーザインタフェースの事例を紹介したが、本章ではスマート

端末をデバイスインタフェースとして活用する事例を示す。従

来までは専用機器やPCでデータ通信をしていた部分を、軽量

小型なスマート端末で代替することによる新たなソリューション

を考える。

　Bluetooth通信は一般化されており、今日では多くのデバイ

スがBluetoothで様々な近距離通信を行っている。スマート端

末でも多くの機種にBluetoothが搭載されており、連絡先交

換やコードレスヘッドセットによる通話などに用いられてい

る。スマート端末のBluetooth通信のインタフェースを活用

し、他のデバイスからデータ受信に対応することで様々な新た

な業務アプリケーションの可能性を考えることができる。

　Android端末でBluetooth通信を行うアプリケーションを

作成するためには、Android OS のBluetooth API を使用す

る。Bluetooth APIはOSバージョン２.０で初めて公開され、

これ以降、開発者は少ない労力でBluetooth通信を実装できる

ようになった。本章ではBluetooth APIを用いたAndroidアプ

リケーションの開発事例を紹介する。

4.1　作成したアプリケーション
　Bluetooth通信によりデータ送信が可能なデジタルペンの

データ受信アプリケーションを作成する。今回用いるデジタル

ペンはアノト式であり、専用の帳票やアンケート用紙に記述し

た筆跡データをペン内部に記録することができる。図４にシス

テムの概略図を示す。

　本アプリケーションは、デジタルペンのデータ送信要求に応

じて通信を確立し、デジタルペンに蓄積された筆跡データを

受信する。筆跡データはスマートフォンの通信回線を用いて

データ変換サーバに送信され、帳票と合成される。

　従来までは本機能は、専用機器やノートＰＣなど他のデバイス

で実現していたが、今回はスマート端末で代替し、軽量小型で容

易に利用できる新たな通信インタフェース機器として利用する。

図４  デジタルペン筆跡データの流れ

4.2　対応プロファイル
　Bluetoothで通信を行う端末は、その端末が送信するデー

タに適した通信手順やデータ送信形式をそれぞれ実装してい

る。この送信形式はプロファイルと呼ばれ標準化されており、

受信側の端末も同じプロファイルに対応していなければ通信

することができない。

　表1は主要なプロファイルをまとめたものである。Android

端末では機種ごとに対応しているプロファイルが異なるため、

対応状況を事前に調査しておく必要がある。多くのAndroid端

末は通話・音楽プレイヤ関連のプロファイル(HFP、HSP、A２

DP、AVRCP)やデータ送信に関するプロファイル(OPP、

SPP)に対応している。一方、HIDやHDPに対応している

Android端末は限られている。

　今回用いたデジタルペンはOPPかSPPを用いてデータを送

信する。これを踏まえ、アプリケーションでOPP及びSPPの

データ受信に対応する方法を検討する。

　今回開発で用いたAndroid端末では、OPPを用いた通信処

理は、OSの常駐アプリケーション(サービス)が全て行う仕様と

なっている。そのため、OPPによるデータ受信にはこのサービ

スを用いることとし、SPPを用いたデータ受信処理をアプリ

ケーションに実装とする。

4.3　Android端末での動作確認
　表２に示す構成で、それぞれのプロファイルを用いた場合の

アプリケーションの動作確認を行った。

（１）OPP を用いた場合の結果

　X０６HTではファイルを受信できた。受信時にOSの受

信確認ダイアログが起動し、承認することで受信を開始す

ることができる。受信したファイルはBluetooth受信フォ

ルダに格納される。

　NexusOneではファイルを受信できなかった。その理由

は、NexusOneのBluetoothデバイスドライバ(オープン

ソース)が、MIMEタイプが未定義のファイルを受信しない

よう実装されているためである。デジタルペンから送信さ

れるファイルの形式はデジタルペン独自のものであるた

め、MIMEタイプは未定義である。

　以上のことから、OPPを用いたデータ通信では

Android端末で用いているBluetoothデバイスドライバに

4.4　デジタルペンデータのBluetooth
　　   通信アプリケーションの評価
　デジタルペンの筆跡データを、Bluetoothを用いてAndroid

端末で受信するアプリケーションを作成し、Bluetooth通信に

関して以下のことが言える。

● Bluetooth APIを用いることにより、SPPを用いたデータ

　通信アプリケーションを作成できる。

● Android端末で用いられているBluetoothデバイスドライバ

　は少なくとも２種類あり、OPPを用いた通信では、この種

　類によって受信できるファイルの形式が異なる。

　Android OSの最新バージョンは執筆時点で３.x系であり、この

バージョンでヘッドセットやハンディフォンとのBluetooth通信

を行うAPIが公開している。これを用いることで、ヘッドセット

を用いた音声入力や音声ナビゲーションのような、音声を取り

扱うアプリケーションの構築が可能になる。

　以上の点から、残念ながら現段階のAndroidではいくつか

の制限により全てのBluetooth通信機器をAndroidで代替す

るということはできない状況であるといえる。しかしOSの開

発がさらに進めば、OPPやPBAPといったプロファイルに対応

したアプリケーションを作成することも可能になると考えられる。

Android OSの開発は日進月歩であり、バージョンアップの情報

を素早くキャッチしていくことが肝要である。

より受信できるファイル形式が異なることがわかる。

（２）SPP を用いた場合の結果

　X０６HT及びNexusOneでデータを受信できた。SPP

でデータを受信する際、通信データのヘッダ情報を取り出

し、筆跡データと切り分ける必要がある。受信したデータは

任意のフォルダに保存できる。今回は端末のSDカードに保

存した。

　SPPに対応しているAndroid端末を用いることで、デジ

タルペンのデータを受信できることが示唆された。

検索ユーザインタフェースで高速簡易な入力を実現したり、

Bluetoothインタフェースを活用し従来までのデバイスを小型

軽量なデバイスに代替することも可能である。またさらなる発

展形として、スマート端末のGPSや加速度センサー、ジャイロ

などその他の多くのセンサーを併用しデータをリアルタイム解

析することで、ユーザの状態をシステムで自動認識することが

可能になる。これによりユーザが意図的に入力することがなく

とも、システム側から有用な提案を行うことができる。このよ

うな新時代の無入力ユーザインタフェースの研究も進められて

おり、スマート端末インタフェースの秘めた可能性は大きい。

　スマート端末の開発サイクルは速く、端末普及速度は目覚し

い。スマート端末をインタフェースとした業務アプリケーショ

ン開発の需要は今後も加速するだろう。
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表１  Bluetoothの主要なプロファイル

プロファイル

HFP / HSP

A2DP

AVRCP

OPP

SPP

PBAP

HID

HDP

　　　　　　　　　　　 説明

音声の双方向通信や電話の発着信を行う

ステレオ音源の非同期送信を実現する

音楽プレイヤなどの音量調節や選曲操作を実現する

ファイルや電話帳データのプッシュ送信を実現する

シリアルポートでのデータ送信を実現する

電話帳データの参照を実現する

キーボードやマウスなどの入力装置との通信を実現する

健康管理機器との通信を実現する

表２  動作確認条件

Android 端末

デジタルペン

プロファイル

X06HT (Android OS 2.2), 

NexusOne (Android OS 2.3.4)

日立マクセル DP-201

OPP, SPP

バーコードを撮影し
マニュアルを検索

手順書の表示や
動画の再生を行う

バーコード
リーダ機能

業務
マニュアルDB

キーワードを発声し
音声認識結果を取得

音声認識
クラウド

手順書の表示や
動画の再生を行う

受信アプリ
ペアリング
を行い、
筆跡データを
送信する

ペンで帳票内の
“データ送信マーク”を
チェックする

筆跡データを
サーバへ送信する

筆跡データと帳票を
合成する

図２  マニュアル表示処理フロー
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スマート端末を利用した新しい業務インタフェース

1.  はじめに

特集

概要
　Android、iOSといった小型端末向けのOSを搭載したスマートフォン端末やタブレット型端末が急激に普及し

ている[1]。これらの端末には、これまでのノートPCや通常の携帯電話のような端末と比べ様々な特徴がある。

直感的な操作性を有し、高解像度タッチパネルや高機能カメラ、GPSや各種センサーなど優れたインタフェース

や計測器を搭載している。また、Wi-FiやBluetoothなどの通信用デバイスとしてのインタフェース機能も備え、簡

易に利用することができる。

　本稿では、これらの特徴を活用した新しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「かざす」

ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケーション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事

例として、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーションの例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリ

ケーションのインタフェースへの可能性を示す。

特
集

特
集

特
集

　Android、iOSのような小型端末向けOS搭載端末（以下、ス

マート端末）が最も特徴的であるところは、アプリケーション

を自由に開発しインストールできるという点である。

　日本では、従来までの携帯電話でも端末専用にアプリケー

ションを開発しインストールすることはできた。しかし、日本

の携帯電話におけるアプリケーションはビジネス向けは少な

く、ゲーム等のコンシューマ向けが普及するに留まっていた。

　スマート端末は２００７年ごろから日本で広まりはじめたが、

当初の傾向は携帯電話と同様にコンシューマ向けのアプリ

ケーションが多く普及した。しかし、２０１０年頃からスマート端末

を利用したビジネスアプリケーションが注目されはじめ、業務の

現場でスマート端末を活用する事例が見かけられるようになっ

てきた。今後もビジネスアプリケーションの比率は増加すると

見られている。

　携帯電話では成し得なかったビジネスアプリケーションの

普及だが、なぜスマート端末の場合はその可能性が見えてきた

のだろうか。本稿では、まず、普及のカギと考えられるスマート

端末の特徴を述べる。次に、スマート端末の特徴を活用した新

しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「か

ざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケー

ション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事例と

して、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーション

の例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリケーションの

インタフェースへの可能性を示す。

5. おわりに
　本稿ではスマート端末がビジネスアプリケーション開発プ

ラットフォームとして適性があることについて述べ、その開発

事例を紹介した。スマート端末では、アプリケーション側から

利用できる様々なデバイスや機能を活用することで、これまで

にない業務インタフェースを実現できる。

　スマート端末を使用することで、カメラやマイクを利用した
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3.2  バーコードリーダ
　「容易」な操作性を実現するには、ユーザがバーコードを探

して、専用のバーコードリーダ機器をあてがうという操作では

なく、標準搭載のスマート端末のカメラで被写体を範囲内に収

めるだけで良いようにすることが重要である。バーコードリー

ダの入力としてカメラを使うには、自動的にピントを合わせる

規格を持ったカメラでなければ実現が難しい。最近のスマート

端末のカメラはJSR-234規格を備えており、この点をクリア

できる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

（１）直感的な操作性

　スマート端末の大多数はタッチパネルを備え、携帯電話

と比べて操作性に優れる。フリックやピンチイン、ピンチ

アウトといったスマート端末特有のジェスチャにより、画

面内のオブジェクトを直感的に操作でき、ユーザが操作に

慣れやすいためである。

　多くの携帯電話アプリケーションのように、複数回キー

を押下して入力をさせるインタフェースは業務利用におい

ては適さない。

（２）高い画面解像度

　スマート端末は端末面の大部分をスクリーンとして設計

されているものが多く、小型な端末サイズの割には画面

が大きく解像度も高い。

（３）クラウドとの親和性

　スマート端末はWi-Fiや3Gなどのネットワーク接続に

対応しており、容易にインターネットが利用できる。従来

までの携帯電話でも可能な端末はあるが、ネットワーク接

続を前提に設計されているスマート端末OSのほうが、接

続性やパフォーマンスの点で優れる。スマート端末は現状

ではクラウド用端末としてベストの立ち位置にあり、業務

系クラウドとの親和性が極めて高い。

（４）多様なデバイス

　NFC(近距離無線通信)への対応は、携帯電話の方が大

きく先行しており、業務アプリケーション利用の観点では

携帯電話の方が有利であるといわれていた。しかし、最近

のスマート端末はNFCに対応し始めており、業務アプリ

ケーションへの利用が進められている。

　多くのスマート端末は様々なハードウェアデバイスを装備し

ている。カメラやGPS、Bluetoothをはじめ、端末の種類にも

よるが、加速度、ジャイロ、接触、温度、輝度センサーなど多様

なセンサーを備える。スマート端末アプリケーション開発者は

これらのデバイスの機能を必要に応じて取捨選択し、使いや

すく高機能なアプリケーションを構築することができる。

　これらのデバイスを備える携帯電話も多少は存在する

が、インタフェースが統一されておらず、利用にも開発にも不

便がある。

（５）煩瑣な開発手続きからの解放

　従来までの携帯電話では、例えば、電話機能やGPS機能

2.  スマート端末の特徴 を利用したアプリケーション開発には様々な手続きが必要

になる。一方で、スマート端末OSの中でも、特にAndroid

においては、前述した機能利用はもちろんのこと、実機での

動作確認や導入も手続きなしで行えるため、顧客への提案時

にも、端末機能を利用したアプリケーションを作成し、実機

で動作させながらプレゼンテーションを行う、ということも

手軽に行える。

（６）ワールドワイドな市場

　携帯電話のアプリケーションはそれぞれの国内レベル

の市場をベースに考えることになるが、スマート端末の市

場は広く世界が対象である。また開発者視点で見ても、世

界中に開発者が居り様々なオープンソースを公開しあって

いるため、コミュニティが活発で利用できるツールやモ

ジュールが多いのは大きな利点である。

　以上のことから、スマート端末はビジネスアプリケーション運

用プラットフォームとして有用であると考えられる。次章からはこ

れらのメリットに着目し、スマート端末をインタフェースとするビ

ジネスユースのスマート端末利用事例を２例紹介する。

　適用先として立ち業務を主とする店舗の従業員など向けの

業務マニュアル表示アプリケーションを考える。この業種で

は、新人従業員などが業務に就くことが他業種と比較して多

く、人の入れ替わりも頻繁であることが想定され、効果的で分

かりやすい業務マニュアルが求められている。また、対面接客

中などの場合には、多くの商品から「短時間」で「容易」に必

要な業務マニュアルを検索できることが望まれる。本章では

「短時間」で「容易」に検索できる新たなインタフェースとし

て、「かざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプ

リケーションについて紹介する。

　前章で説明したように、スマート端末には多様なデバイスが

搭載されており、ほぼ全てのスマート端末にはカメラが装備さ

れている。スマート端末OSではカメラを簡易に扱えるAPIが

用意されており、カメラを使った画像の撮影や、映像のプレ

ビュー、映像のリアルタイム画像処理が可能である。そこでこ

れらを活用し、カメラをユーザインタフェースの手段として、多

くの入力を必要とすることなく、商品についているバーコード

にスマートフォンを「かざす」だけで検索できる業務マニュア

3.  「かざす」ユーザインタフェースによる
　　 業務マニュアルアプリケーション

ルシステムを考える。

　今回紹介するアプリケーションは、タッチパネルで手軽に操

作でき、バーコードリーダ機能を有することで検索操作も簡単

なアプリケーションとなっている。

3.1  作成したアプリケーション
　２次元あるいは１次元バーコードをスマート端末のカメラで

読み取り、それに関連したマニュアルを表示するアプリケー

ションについて説明する。図1にシステムの概略図を示す。

　このアプリケーションはカメラ映像からバーコード領域を解

析し、コードをデコードする。そして、デコードデータに関連付

けられたマニュアルをデータベースから検索し表示する。

　アプリケーションのユーザは検索文字列などを入力するこ

となく、業務中に必要なマニュアルコンテンツを即座に参照す

ることができる。表示されたマニュアルはスマート端末の高解

像度スクリーンに表示されるため見やすく、また指で直感的に

操作できるため扱いやすい。動画再生なども即座に行えるた

め、理解しやすいマニュアルコンテンツを表示できる。

　本例ではAndroid OS の GalaxyTab を利用している。

図1  バーコードマニュアル検索

　Android OSのAPIを使用し、カメラデバイスの確保とプレ

ビューの表示、映像情報の取得を行うことができる。その映像

を解析しバーコード領域の判定、バーコードデコードを行うこ

とによってバーコードリーダを作成できる。

　本事例では解析部分は、オープンソースのバーコード処理ラ

イブラリである「ZXing」を使用する。このライブラリは携帯

型端末で利用されることを前提に開発されており、Android環

境では高パフォーマンスでバーコードリーダを実現できる。な

お、バーコードのテストデータとして、無料で使用できる２次元

バーコード生成サイトの出力を利用する。

3.3  バーコードによるマニュアル表示の処理フロー
　アプリケーションのマニュアル表示部分の処理フローの概

略図を図２に示す。

　アプリケーションではカメラのプレビュー映像をスクリーン

に転送すると共に、コールバックによってキャプチャ画像を得

る。その画像をZXingライブラリによって解析しデコードす

る。カメラはオートフォーカス機能を有しているため、ユーザが

カメラシャッター操作をすることなく、リアルタイムに画像を

取得し、バーコード領域を判定することができる。デコードし

て得たデータがURLの場合には、ブラウザを起動し表示する。

データがアプリケーションで事前に定義したマニュアルIDであ

る場合には、そのマニュアルデータを表示する。

3.4  音声認識インタフェースによる更なる操作性の向上
　前節までの機能により、「かざす」インタフェースによる業務

マニュアル検索が実現できる。しかしさらなる操作性の向上の

ため、本節では音声認識インタフェースの組み込みを紹介す

る。アプリケーションを改良し、バーコードリーダによる検索

だけでなく、音声認識による検索にも対応する（図３）。

　従来型の携帯電話の時代から、小型端末の操作では文字の

入力操作がインタフェースの大きな課題であった。Androidは

音声認識用のAPIを備えており、簡易に音声認識を利用した

アプリケーションを作成することができる。音声認識インタ

フェースを備えることで、ユーザは文字入力の手間が省け、利

便性が大きく向上する。

　業務マニュアルアプリケーションで考える場合、バーコードが

貼れないものや挨拶の仕方など概念的なものなど目の前のも

の以外の何かを検索する用途では、「かざす」インタフェースは

使えない。そこで言葉による入力に対応し、高速に検索を行う。

　Androidの音声認識はクラウドで行われ、アプリケーション

は認識結果の文字列を取得する。認識結果は一つだけでなく、

順位をつけられた複数の候補を得る。アプリケーションではこ

れらの認識結果をキーとしてマニュアルデータベースを検索

し、マニュアルコンテンツを表示する。アプリケーション側で認

識結果と登録キーワードをあいまいに関連づける仕組みを用

意しておくことで、高い確率でユーザの求めるマニュアルコン

テンツに到達することができる。登録キーワードをあいまいに

関連づける手法は複数あるが、例えば事前に音声認識を複数

回テストし、発生した誤認識リストを登録キーワードの二次

候補リストとして用意しておき、認識結果が登録キーワードに

一致しない場合は、二次候補リストをマニュアル検索に用いる

手法などが考えられる。

図３  音声認識マニュアル検索

3.5 業務マニュアルアプリケーションの評価
　今回開発した業務向けマニュアル参照アプリケーションは、

バーコード読み取り専用ハードウェアを必要とせず、Android端末

をバーコードにかざすだけでアクセスすることができる。また端

末に向かってマニュアルに関するキーワードを発声するだけで所

望のマニュアルコンテンツへ即座にアクセスすることができる。

　テストではバーコード認識、音声認識共に認識率は９５%以

上となり、十分に実用レベルのものであると確認することがで

きた。またバーコード検索操作や音声検索操作については、初

めて使用する人も数秒で行うことができ、「短時間」で「容易」

なインタフェースと評価している。

　本事例のような手動入力による操作が難しいアプリケー

ションでは、手動入力以外のインタフェースを考える必要があ

る。スマート端末では従来までの機器とは異なり、映像や音声

を入力とする新しいユーザインタフェースとして活用できると

評価している。

4.  Bluetoothデバイスインタフェース
　　置換アプリケーション

　スマート端末のインタフェースとしての新たな可能性は、

ユーザインタフェースに関するものだけではない。前章では

ユーザインタフェースの事例を紹介したが、本章ではスマート

端末をデバイスインタフェースとして活用する事例を示す。従

来までは専用機器やPCでデータ通信をしていた部分を、軽量

小型なスマート端末で代替することによる新たなソリューション

を考える。

　Bluetooth通信は一般化されており、今日では多くのデバイ

スがBluetoothで様々な近距離通信を行っている。スマート端

末でも多くの機種にBluetoothが搭載されており、連絡先交

換やコードレスヘッドセットによる通話などに用いられてい

る。スマート端末のBluetooth通信のインタフェースを活用

し、他のデバイスからデータ受信に対応することで様々な新た

な業務アプリケーションの可能性を考えることができる。

　Android端末でBluetooth通信を行うアプリケーションを

作成するためには、Android OS のBluetooth API を使用す

る。Bluetooth APIはOSバージョン２.０で初めて公開され、

これ以降、開発者は少ない労力でBluetooth通信を実装できる

ようになった。本章ではBluetooth APIを用いたAndroidアプ

リケーションの開発事例を紹介する。

4.1　作成したアプリケーション
　Bluetooth通信によりデータ送信が可能なデジタルペンの

データ受信アプリケーションを作成する。今回用いるデジタル

ペンはアノト式であり、専用の帳票やアンケート用紙に記述し

た筆跡データをペン内部に記録することができる。図４にシス

テムの概略図を示す。

　本アプリケーションは、デジタルペンのデータ送信要求に応

じて通信を確立し、デジタルペンに蓄積された筆跡データを

受信する。筆跡データはスマートフォンの通信回線を用いて

データ変換サーバに送信され、帳票と合成される。

　従来までは本機能は、専用機器やノートＰＣなど他のデバイス

で実現していたが、今回はスマート端末で代替し、軽量小型で容

易に利用できる新たな通信インタフェース機器として利用する。

図４  デジタルペン筆跡データの流れ

4.2　対応プロファイル
　Bluetoothで通信を行う端末は、その端末が送信するデー

タに適した通信手順やデータ送信形式をそれぞれ実装してい

る。この送信形式はプロファイルと呼ばれ標準化されており、

受信側の端末も同じプロファイルに対応していなければ通信

することができない。

　表1は主要なプロファイルをまとめたものである。Android

端末では機種ごとに対応しているプロファイルが異なるため、

対応状況を事前に調査しておく必要がある。多くのAndroid端

末は通話・音楽プレイヤ関連のプロファイル(HFP、HSP、A２

DP、AVRCP)やデータ送信に関するプロファイル(OPP、

SPP)に対応している。一方、HIDやHDPに対応している

Android端末は限られている。

　今回用いたデジタルペンはOPPかSPPを用いてデータを送

信する。これを踏まえ、アプリケーションでOPP及びSPPの

データ受信に対応する方法を検討する。

　今回開発で用いたAndroid端末では、OPPを用いた通信処

理は、OSの常駐アプリケーション(サービス)が全て行う仕様と

なっている。そのため、OPPによるデータ受信にはこのサービ

スを用いることとし、SPPを用いたデータ受信処理をアプリ

ケーションに実装とする。

4.3　Android端末での動作確認
　表２に示す構成で、それぞれのプロファイルを用いた場合の

アプリケーションの動作確認を行った。

（１）OPP を用いた場合の結果

　X０６HTではファイルを受信できた。受信時にOSの受

信確認ダイアログが起動し、承認することで受信を開始す

ることができる。受信したファイルはBluetooth受信フォ

ルダに格納される。

　NexusOneではファイルを受信できなかった。その理由

は、NexusOneのBluetoothデバイスドライバ(オープン

ソース)が、MIMEタイプが未定義のファイルを受信しない

よう実装されているためである。デジタルペンから送信さ

れるファイルの形式はデジタルペン独自のものであるた

め、MIMEタイプは未定義である。

　以上のことから、OPPを用いたデータ通信では

Android端末で用いているBluetoothデバイスドライバに

4.4　デジタルペンデータのBluetooth
　　   通信アプリケーションの評価
　デジタルペンの筆跡データを、Bluetoothを用いてAndroid

端末で受信するアプリケーションを作成し、Bluetooth通信に

関して以下のことが言える。

● Bluetooth APIを用いることにより、SPPを用いたデータ

　通信アプリケーションを作成できる。

● Android端末で用いられているBluetoothデバイスドライバ

　は少なくとも２種類あり、OPPを用いた通信では、この種

　類によって受信できるファイルの形式が異なる。

　Android OSの最新バージョンは執筆時点で３.x系であり、この

バージョンでヘッドセットやハンディフォンとのBluetooth通信

を行うAPIが公開している。これを用いることで、ヘッドセット

を用いた音声入力や音声ナビゲーションのような、音声を取り

扱うアプリケーションの構築が可能になる。

　以上の点から、残念ながら現段階のAndroidではいくつか

の制限により全てのBluetooth通信機器をAndroidで代替す

るということはできない状況であるといえる。しかしOSの開

発がさらに進めば、OPPやPBAPといったプロファイルに対応

したアプリケーションを作成することも可能になると考えられる。

Android OSの開発は日進月歩であり、バージョンアップの情報

を素早くキャッチしていくことが肝要である。

より受信できるファイル形式が異なることがわかる。

（２）SPP を用いた場合の結果

　X０６HT及びNexusOneでデータを受信できた。SPP

でデータを受信する際、通信データのヘッダ情報を取り出

し、筆跡データと切り分ける必要がある。受信したデータは

任意のフォルダに保存できる。今回は端末のSDカードに保

存した。

　SPPに対応しているAndroid端末を用いることで、デジ

タルペンのデータを受信できることが示唆された。

検索ユーザインタフェースで高速簡易な入力を実現したり、

Bluetoothインタフェースを活用し従来までのデバイスを小型

軽量なデバイスに代替することも可能である。またさらなる発

展形として、スマート端末のGPSや加速度センサー、ジャイロ

などその他の多くのセンサーを併用しデータをリアルタイム解

析することで、ユーザの状態をシステムで自動認識することが

可能になる。これによりユーザが意図的に入力することがなく

とも、システム側から有用な提案を行うことができる。このよ

うな新時代の無入力ユーザインタフェースの研究も進められて

おり、スマート端末インタフェースの秘めた可能性は大きい。

　スマート端末の開発サイクルは速く、端末普及速度は目覚し

い。スマート端末をインタフェースとした業務アプリケーショ

ン開発の需要は今後も加速するだろう。
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表１  Bluetoothの主要なプロファイル

プロファイル

HFP / HSP

A2DP

AVRCP

OPP

SPP

PBAP

HID

HDP

　　　　　　　　　　　 説明

音声の双方向通信や電話の発着信を行う

ステレオ音源の非同期送信を実現する

音楽プレイヤなどの音量調節や選曲操作を実現する

ファイルや電話帳データのプッシュ送信を実現する

シリアルポートでのデータ送信を実現する

電話帳データの参照を実現する

キーボードやマウスなどの入力装置との通信を実現する

健康管理機器との通信を実現する

表２  動作確認条件

Android 端末

デジタルペン

プロファイル

X06HT (Android OS 2.2), 

NexusOne (Android OS 2.3.4)

日立マクセル DP-201

OPP, SPP

バーコードを撮影し
マニュアルを検索

手順書の表示や
動画の再生を行う

バーコード
リーダ機能

業務
マニュアルDB

キーワードを発声し
音声認識結果を取得

音声認識
クラウド

手順書の表示や
動画の再生を行う

受信アプリ
ペアリング
を行い、
筆跡データを
送信する

ペンで帳票内の
“データ送信マーク”を
チェックする

筆跡データを
サーバへ送信する

筆跡データと帳票を
合成する

図２  マニュアル表示処理フロー
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スマート端末を利用した新しい業務インタフェース

1.  はじめに

特集

概要
　Android、iOSといった小型端末向けのOSを搭載したスマートフォン端末やタブレット型端末が急激に普及し

ている[1]。これらの端末には、これまでのノートPCや通常の携帯電話のような端末と比べ様々な特徴がある。

直感的な操作性を有し、高解像度タッチパネルや高機能カメラ、GPSや各種センサーなど優れたインタフェース

や計測器を搭載している。また、Wi-FiやBluetoothなどの通信用デバイスとしてのインタフェース機能も備え、簡

易に利用することができる。

　本稿では、これらの特徴を活用した新しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「かざす」

ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケーション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事

例として、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーションの例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリ

ケーションのインタフェースへの可能性を示す。

特
集

特
集

特
集

　Android、iOSのような小型端末向けOS搭載端末（以下、ス

マート端末）が最も特徴的であるところは、アプリケーション

を自由に開発しインストールできるという点である。

　日本では、従来までの携帯電話でも端末専用にアプリケー

ションを開発しインストールすることはできた。しかし、日本

の携帯電話におけるアプリケーションはビジネス向けは少な

く、ゲーム等のコンシューマ向けが普及するに留まっていた。

　スマート端末は２００７年ごろから日本で広まりはじめたが、

当初の傾向は携帯電話と同様にコンシューマ向けのアプリ

ケーションが多く普及した。しかし、２０１０年頃からスマート端末

を利用したビジネスアプリケーションが注目されはじめ、業務の

現場でスマート端末を活用する事例が見かけられるようになっ

てきた。今後もビジネスアプリケーションの比率は増加すると

見られている。

　携帯電話では成し得なかったビジネスアプリケーションの

普及だが、なぜスマート端末の場合はその可能性が見えてきた

のだろうか。本稿では、まず、普及のカギと考えられるスマート

端末の特徴を述べる。次に、スマート端末の特徴を活用した新

しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「か

ざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケー

ション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事例と

して、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーション

の例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリケーションの

インタフェースへの可能性を示す。

5. おわりに
　本稿ではスマート端末がビジネスアプリケーション開発プ

ラットフォームとして適性があることについて述べ、その開発

事例を紹介した。スマート端末では、アプリケーション側から

利用できる様々なデバイスや機能を活用することで、これまで

にない業務インタフェースを実現できる。

　スマート端末を使用することで、カメラやマイクを利用した

河尻　寛之 松田　俊寛 青木　功介

3.2  バーコードリーダ
　「容易」な操作性を実現するには、ユーザがバーコードを探

して、専用のバーコードリーダ機器をあてがうという操作では

なく、標準搭載のスマート端末のカメラで被写体を範囲内に収

めるだけで良いようにすることが重要である。バーコードリー

ダの入力としてカメラを使うには、自動的にピントを合わせる

規格を持ったカメラでなければ実現が難しい。最近のスマート

端末のカメラはJSR-234規格を備えており、この点をクリア

できる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

（１）直感的な操作性

　スマート端末の大多数はタッチパネルを備え、携帯電話

と比べて操作性に優れる。フリックやピンチイン、ピンチ

アウトといったスマート端末特有のジェスチャにより、画

面内のオブジェクトを直感的に操作でき、ユーザが操作に

慣れやすいためである。

　多くの携帯電話アプリケーションのように、複数回キー

を押下して入力をさせるインタフェースは業務利用におい

ては適さない。

（２）高い画面解像度

　スマート端末は端末面の大部分をスクリーンとして設計

されているものが多く、小型な端末サイズの割には画面

が大きく解像度も高い。

（３）クラウドとの親和性

　スマート端末はWi-Fiや3Gなどのネットワーク接続に

対応しており、容易にインターネットが利用できる。従来

までの携帯電話でも可能な端末はあるが、ネットワーク接

続を前提に設計されているスマート端末OSのほうが、接

続性やパフォーマンスの点で優れる。スマート端末は現状

ではクラウド用端末としてベストの立ち位置にあり、業務

系クラウドとの親和性が極めて高い。

（４）多様なデバイス

　NFC(近距離無線通信)への対応は、携帯電話の方が大

きく先行しており、業務アプリケーション利用の観点では

携帯電話の方が有利であるといわれていた。しかし、最近

のスマート端末はNFCに対応し始めており、業務アプリ

ケーションへの利用が進められている。

　多くのスマート端末は様々なハードウェアデバイスを装備し

ている。カメラやGPS、Bluetoothをはじめ、端末の種類にも

よるが、加速度、ジャイロ、接触、温度、輝度センサーなど多様

なセンサーを備える。スマート端末アプリケーション開発者は

これらのデバイスの機能を必要に応じて取捨選択し、使いや

すく高機能なアプリケーションを構築することができる。

　これらのデバイスを備える携帯電話も多少は存在する

が、インタフェースが統一されておらず、利用にも開発にも不

便がある。

（５）煩瑣な開発手続きからの解放

　従来までの携帯電話では、例えば、電話機能やGPS機能

2.  スマート端末の特徴 を利用したアプリケーション開発には様々な手続きが必要

になる。一方で、スマート端末OSの中でも、特にAndroid

においては、前述した機能利用はもちろんのこと、実機での

動作確認や導入も手続きなしで行えるため、顧客への提案時

にも、端末機能を利用したアプリケーションを作成し、実機

で動作させながらプレゼンテーションを行う、ということも

手軽に行える。

（６）ワールドワイドな市場

　携帯電話のアプリケーションはそれぞれの国内レベル

の市場をベースに考えることになるが、スマート端末の市

場は広く世界が対象である。また開発者視点で見ても、世

界中に開発者が居り様々なオープンソースを公開しあって

いるため、コミュニティが活発で利用できるツールやモ

ジュールが多いのは大きな利点である。

　以上のことから、スマート端末はビジネスアプリケーション運

用プラットフォームとして有用であると考えられる。次章からはこ

れらのメリットに着目し、スマート端末をインタフェースとするビ

ジネスユースのスマート端末利用事例を２例紹介する。

　適用先として立ち業務を主とする店舗の従業員など向けの

業務マニュアル表示アプリケーションを考える。この業種で

は、新人従業員などが業務に就くことが他業種と比較して多

く、人の入れ替わりも頻繁であることが想定され、効果的で分

かりやすい業務マニュアルが求められている。また、対面接客

中などの場合には、多くの商品から「短時間」で「容易」に必

要な業務マニュアルを検索できることが望まれる。本章では

「短時間」で「容易」に検索できる新たなインタフェースとし

て、「かざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプ

リケーションについて紹介する。

　前章で説明したように、スマート端末には多様なデバイスが

搭載されており、ほぼ全てのスマート端末にはカメラが装備さ

れている。スマート端末OSではカメラを簡易に扱えるAPIが

用意されており、カメラを使った画像の撮影や、映像のプレ

ビュー、映像のリアルタイム画像処理が可能である。そこでこ

れらを活用し、カメラをユーザインタフェースの手段として、多

くの入力を必要とすることなく、商品についているバーコード

にスマートフォンを「かざす」だけで検索できる業務マニュア

3.  「かざす」ユーザインタフェースによる
　　 業務マニュアルアプリケーション

ルシステムを考える。

　今回紹介するアプリケーションは、タッチパネルで手軽に操

作でき、バーコードリーダ機能を有することで検索操作も簡単

なアプリケーションとなっている。

3.1  作成したアプリケーション
　２次元あるいは１次元バーコードをスマート端末のカメラで

読み取り、それに関連したマニュアルを表示するアプリケー

ションについて説明する。図1にシステムの概略図を示す。

　このアプリケーションはカメラ映像からバーコード領域を解

析し、コードをデコードする。そして、デコードデータに関連付

けられたマニュアルをデータベースから検索し表示する。

　アプリケーションのユーザは検索文字列などを入力するこ

となく、業務中に必要なマニュアルコンテンツを即座に参照す

ることができる。表示されたマニュアルはスマート端末の高解

像度スクリーンに表示されるため見やすく、また指で直感的に

操作できるため扱いやすい。動画再生なども即座に行えるた

め、理解しやすいマニュアルコンテンツを表示できる。

　本例ではAndroid OS の GalaxyTab を利用している。

図1  バーコードマニュアル検索

　Android OSのAPIを使用し、カメラデバイスの確保とプレ

ビューの表示、映像情報の取得を行うことができる。その映像

を解析しバーコード領域の判定、バーコードデコードを行うこ

とによってバーコードリーダを作成できる。

　本事例では解析部分は、オープンソースのバーコード処理ラ

イブラリである「ZXing」を使用する。このライブラリは携帯

型端末で利用されることを前提に開発されており、Android環

境では高パフォーマンスでバーコードリーダを実現できる。な

お、バーコードのテストデータとして、無料で使用できる２次元

バーコード生成サイトの出力を利用する。

3.3  バーコードによるマニュアル表示の処理フロー
　アプリケーションのマニュアル表示部分の処理フローの概

略図を図２に示す。

　アプリケーションではカメラのプレビュー映像をスクリーン

に転送すると共に、コールバックによってキャプチャ画像を得

る。その画像をZXingライブラリによって解析しデコードす

る。カメラはオートフォーカス機能を有しているため、ユーザが

カメラシャッター操作をすることなく、リアルタイムに画像を

取得し、バーコード領域を判定することができる。デコードし

て得たデータがURLの場合には、ブラウザを起動し表示する。

データがアプリケーションで事前に定義したマニュアルIDであ

る場合には、そのマニュアルデータを表示する。

3.4  音声認識インタフェースによる更なる操作性の向上
　前節までの機能により、「かざす」インタフェースによる業務

マニュアル検索が実現できる。しかしさらなる操作性の向上の

ため、本節では音声認識インタフェースの組み込みを紹介す

る。アプリケーションを改良し、バーコードリーダによる検索

だけでなく、音声認識による検索にも対応する（図３）。

　従来型の携帯電話の時代から、小型端末の操作では文字の

入力操作がインタフェースの大きな課題であった。Androidは

音声認識用のAPIを備えており、簡易に音声認識を利用した

アプリケーションを作成することができる。音声認識インタ

フェースを備えることで、ユーザは文字入力の手間が省け、利

便性が大きく向上する。

　業務マニュアルアプリケーションで考える場合、バーコードが

貼れないものや挨拶の仕方など概念的なものなど目の前のも

の以外の何かを検索する用途では、「かざす」インタフェースは

使えない。そこで言葉による入力に対応し、高速に検索を行う。

　Androidの音声認識はクラウドで行われ、アプリケーション

は認識結果の文字列を取得する。認識結果は一つだけでなく、

順位をつけられた複数の候補を得る。アプリケーションではこ

れらの認識結果をキーとしてマニュアルデータベースを検索

し、マニュアルコンテンツを表示する。アプリケーション側で認

識結果と登録キーワードをあいまいに関連づける仕組みを用

意しておくことで、高い確率でユーザの求めるマニュアルコン

テンツに到達することができる。登録キーワードをあいまいに

関連づける手法は複数あるが、例えば事前に音声認識を複数

回テストし、発生した誤認識リストを登録キーワードの二次

候補リストとして用意しておき、認識結果が登録キーワードに

一致しない場合は、二次候補リストをマニュアル検索に用いる

手法などが考えられる。

図３  音声認識マニュアル検索

3.5 業務マニュアルアプリケーションの評価
　今回開発した業務向けマニュアル参照アプリケーションは、

バーコード読み取り専用ハードウェアを必要とせず、Android端末

をバーコードにかざすだけでアクセスすることができる。また端

末に向かってマニュアルに関するキーワードを発声するだけで所

望のマニュアルコンテンツへ即座にアクセスすることができる。

　テストではバーコード認識、音声認識共に認識率は９５%以

上となり、十分に実用レベルのものであると確認することがで

きた。またバーコード検索操作や音声検索操作については、初

めて使用する人も数秒で行うことができ、「短時間」で「容易」

なインタフェースと評価している。

　本事例のような手動入力による操作が難しいアプリケー

ションでは、手動入力以外のインタフェースを考える必要があ

る。スマート端末では従来までの機器とは異なり、映像や音声

を入力とする新しいユーザインタフェースとして活用できると

評価している。

4.  Bluetoothデバイスインタフェース
　　置換アプリケーション

　スマート端末のインタフェースとしての新たな可能性は、

ユーザインタフェースに関するものだけではない。前章では

ユーザインタフェースの事例を紹介したが、本章ではスマート

端末をデバイスインタフェースとして活用する事例を示す。従

来までは専用機器やPCでデータ通信をしていた部分を、軽量

小型なスマート端末で代替することによる新たなソリューション

を考える。

　Bluetooth通信は一般化されており、今日では多くのデバイ

スがBluetoothで様々な近距離通信を行っている。スマート端

末でも多くの機種にBluetoothが搭載されており、連絡先交

換やコードレスヘッドセットによる通話などに用いられてい

る。スマート端末のBluetooth通信のインタフェースを活用

し、他のデバイスからデータ受信に対応することで様々な新た

な業務アプリケーションの可能性を考えることができる。

　Android端末でBluetooth通信を行うアプリケーションを

作成するためには、Android OS のBluetooth API を使用す

る。Bluetooth APIはOSバージョン２.０で初めて公開され、

これ以降、開発者は少ない労力でBluetooth通信を実装できる

ようになった。本章ではBluetooth APIを用いたAndroidアプ

リケーションの開発事例を紹介する。

4.1　作成したアプリケーション
　Bluetooth通信によりデータ送信が可能なデジタルペンの

データ受信アプリケーションを作成する。今回用いるデジタル

ペンはアノト式であり、専用の帳票やアンケート用紙に記述し

た筆跡データをペン内部に記録することができる。図４にシス

テムの概略図を示す。

　本アプリケーションは、デジタルペンのデータ送信要求に応

じて通信を確立し、デジタルペンに蓄積された筆跡データを

受信する。筆跡データはスマートフォンの通信回線を用いて

データ変換サーバに送信され、帳票と合成される。

　従来までは本機能は、専用機器やノートＰＣなど他のデバイス

で実現していたが、今回はスマート端末で代替し、軽量小型で容

易に利用できる新たな通信インタフェース機器として利用する。

図４  デジタルペン筆跡データの流れ

4.2　対応プロファイル
　Bluetoothで通信を行う端末は、その端末が送信するデー

タに適した通信手順やデータ送信形式をそれぞれ実装してい

る。この送信形式はプロファイルと呼ばれ標準化されており、

受信側の端末も同じプロファイルに対応していなければ通信

することができない。

　表1は主要なプロファイルをまとめたものである。Android

端末では機種ごとに対応しているプロファイルが異なるため、

対応状況を事前に調査しておく必要がある。多くのAndroid端

末は通話・音楽プレイヤ関連のプロファイル(HFP、HSP、A２

DP、AVRCP)やデータ送信に関するプロファイル(OPP、

SPP)に対応している。一方、HIDやHDPに対応している

Android端末は限られている。

　今回用いたデジタルペンはOPPかSPPを用いてデータを送

信する。これを踏まえ、アプリケーションでOPP及びSPPの

データ受信に対応する方法を検討する。

　今回開発で用いたAndroid端末では、OPPを用いた通信処

理は、OSの常駐アプリケーション(サービス)が全て行う仕様と

なっている。そのため、OPPによるデータ受信にはこのサービ

スを用いることとし、SPPを用いたデータ受信処理をアプリ

ケーションに実装とする。

4.3　Android端末での動作確認
　表２に示す構成で、それぞれのプロファイルを用いた場合の

アプリケーションの動作確認を行った。

（１）OPP を用いた場合の結果

　X０６HTではファイルを受信できた。受信時にOSの受

信確認ダイアログが起動し、承認することで受信を開始す

ることができる。受信したファイルはBluetooth受信フォ

ルダに格納される。

　NexusOneではファイルを受信できなかった。その理由

は、NexusOneのBluetoothデバイスドライバ(オープン

ソース)が、MIMEタイプが未定義のファイルを受信しない

よう実装されているためである。デジタルペンから送信さ

れるファイルの形式はデジタルペン独自のものであるた

め、MIMEタイプは未定義である。

　以上のことから、OPPを用いたデータ通信では

Android端末で用いているBluetoothデバイスドライバに

4.4　デジタルペンデータのBluetooth
　　   通信アプリケーションの評価
　デジタルペンの筆跡データを、Bluetoothを用いてAndroid

端末で受信するアプリケーションを作成し、Bluetooth通信に

関して以下のことが言える。

● Bluetooth APIを用いることにより、SPPを用いたデータ

　通信アプリケーションを作成できる。

● Android端末で用いられているBluetoothデバイスドライバ

　は少なくとも２種類あり、OPPを用いた通信では、この種

　類によって受信できるファイルの形式が異なる。

　Android OSの最新バージョンは執筆時点で３.x系であり、この

バージョンでヘッドセットやハンディフォンとのBluetooth通信

を行うAPIが公開している。これを用いることで、ヘッドセット

を用いた音声入力や音声ナビゲーションのような、音声を取り

扱うアプリケーションの構築が可能になる。

　以上の点から、残念ながら現段階のAndroidではいくつか

の制限により全てのBluetooth通信機器をAndroidで代替す

るということはできない状況であるといえる。しかしOSの開

発がさらに進めば、OPPやPBAPといったプロファイルに対応

したアプリケーションを作成することも可能になると考えられる。

Android OSの開発は日進月歩であり、バージョンアップの情報

を素早くキャッチしていくことが肝要である。

より受信できるファイル形式が異なることがわかる。

（２）SPP を用いた場合の結果

　X０６HT及びNexusOneでデータを受信できた。SPP

でデータを受信する際、通信データのヘッダ情報を取り出

し、筆跡データと切り分ける必要がある。受信したデータは

任意のフォルダに保存できる。今回は端末のSDカードに保

存した。

　SPPに対応しているAndroid端末を用いることで、デジ

タルペンのデータを受信できることが示唆された。

検索ユーザインタフェースで高速簡易な入力を実現したり、

Bluetoothインタフェースを活用し従来までのデバイスを小型

軽量なデバイスに代替することも可能である。またさらなる発

展形として、スマート端末のGPSや加速度センサー、ジャイロ

などその他の多くのセンサーを併用しデータをリアルタイム解

析することで、ユーザの状態をシステムで自動認識することが

可能になる。これによりユーザが意図的に入力することがなく

とも、システム側から有用な提案を行うことができる。このよ

うな新時代の無入力ユーザインタフェースの研究も進められて

おり、スマート端末インタフェースの秘めた可能性は大きい。

　スマート端末の開発サイクルは速く、端末普及速度は目覚し

い。スマート端末をインタフェースとした業務アプリケーショ

ン開発の需要は今後も加速するだろう。
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表１  Bluetoothの主要なプロファイル

プロファイル

HFP / HSP

A2DP

AVRCP

OPP

SPP

PBAP

HID

HDP

　　　　　　　　　　　 説明

音声の双方向通信や電話の発着信を行う

ステレオ音源の非同期送信を実現する

音楽プレイヤなどの音量調節や選曲操作を実現する

ファイルや電話帳データのプッシュ送信を実現する

シリアルポートでのデータ送信を実現する

電話帳データの参照を実現する

キーボードやマウスなどの入力装置との通信を実現する

健康管理機器との通信を実現する

表２  動作確認条件

Android 端末

デジタルペン

プロファイル

X06HT (Android OS 2.2), 

NexusOne (Android OS 2.3.4)

日立マクセル DP-201

OPP, SPP

バーコードを撮影し
マニュアルを検索

手順書の表示や
動画の再生を行う

バーコード
リーダ機能

業務
マニュアルDB

キーワードを発声し
音声認識結果を取得

音声認識
クラウド

手順書の表示や
動画の再生を行う

受信アプリ
ペアリング
を行い、
筆跡データを
送信する

ペンで帳票内の
“データ送信マーク”を
チェックする

筆跡データを
サーバへ送信する

筆跡データと帳票を
合成する

図２  マニュアル表示処理フロー
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スマート端末を利用した新しい業務インタフェース

1.  はじめに

特集

概要
　Android、iOSといった小型端末向けのOSを搭載したスマートフォン端末やタブレット型端末が急激に普及し

ている[1]。これらの端末には、これまでのノートPCや通常の携帯電話のような端末と比べ様々な特徴がある。

直感的な操作性を有し、高解像度タッチパネルや高機能カメラ、GPSや各種センサーなど優れたインタフェース

や計測器を搭載している。また、Wi-FiやBluetoothなどの通信用デバイスとしてのインタフェース機能も備え、簡

易に利用することができる。

　本稿では、これらの特徴を活用した新しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「かざす」

ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケーション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事

例として、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーションの例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリ

ケーションのインタフェースへの可能性を示す。

特
集

特
集

特
集

　Android、iOSのような小型端末向けOS搭載端末（以下、ス

マート端末）が最も特徴的であるところは、アプリケーション

を自由に開発しインストールできるという点である。

　日本では、従来までの携帯電話でも端末専用にアプリケー

ションを開発しインストールすることはできた。しかし、日本

の携帯電話におけるアプリケーションはビジネス向けは少な

く、ゲーム等のコンシューマ向けが普及するに留まっていた。

　スマート端末は２００７年ごろから日本で広まりはじめたが、

当初の傾向は携帯電話と同様にコンシューマ向けのアプリ

ケーションが多く普及した。しかし、２０１０年頃からスマート端末

を利用したビジネスアプリケーションが注目されはじめ、業務の

現場でスマート端末を活用する事例が見かけられるようになっ

てきた。今後もビジネスアプリケーションの比率は増加すると

見られている。

　携帯電話では成し得なかったビジネスアプリケーションの

普及だが、なぜスマート端末の場合はその可能性が見えてきた

のだろうか。本稿では、まず、普及のカギと考えられるスマート

端末の特徴を述べる。次に、スマート端末の特徴を活用した新

しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「か

ざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケー

ション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事例と

して、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーション

の例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリケーションの

インタフェースへの可能性を示す。

5. おわりに
　本稿ではスマート端末がビジネスアプリケーション開発プ

ラットフォームとして適性があることについて述べ、その開発

事例を紹介した。スマート端末では、アプリケーション側から

利用できる様々なデバイスや機能を活用することで、これまで

にない業務インタフェースを実現できる。

　スマート端末を使用することで、カメラやマイクを利用した
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3.2  バーコードリーダ
　「容易」な操作性を実現するには、ユーザがバーコードを探

して、専用のバーコードリーダ機器をあてがうという操作では

なく、標準搭載のスマート端末のカメラで被写体を範囲内に収

めるだけで良いようにすることが重要である。バーコードリー

ダの入力としてカメラを使うには、自動的にピントを合わせる

規格を持ったカメラでなければ実現が難しい。最近のスマート

端末のカメラはJSR-234規格を備えており、この点をクリア

できる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

（１）直感的な操作性

　スマート端末の大多数はタッチパネルを備え、携帯電話

と比べて操作性に優れる。フリックやピンチイン、ピンチ

アウトといったスマート端末特有のジェスチャにより、画

面内のオブジェクトを直感的に操作でき、ユーザが操作に

慣れやすいためである。

　多くの携帯電話アプリケーションのように、複数回キー

を押下して入力をさせるインタフェースは業務利用におい

ては適さない。

（２）高い画面解像度

　スマート端末は端末面の大部分をスクリーンとして設計

されているものが多く、小型な端末サイズの割には画面

が大きく解像度も高い。

（３）クラウドとの親和性

　スマート端末はWi-Fiや3Gなどのネットワーク接続に

対応しており、容易にインターネットが利用できる。従来

までの携帯電話でも可能な端末はあるが、ネットワーク接

続を前提に設計されているスマート端末OSのほうが、接

続性やパフォーマンスの点で優れる。スマート端末は現状

ではクラウド用端末としてベストの立ち位置にあり、業務

系クラウドとの親和性が極めて高い。

（４）多様なデバイス

　NFC(近距離無線通信)への対応は、携帯電話の方が大

きく先行しており、業務アプリケーション利用の観点では

携帯電話の方が有利であるといわれていた。しかし、最近

のスマート端末はNFCに対応し始めており、業務アプリ

ケーションへの利用が進められている。

　多くのスマート端末は様々なハードウェアデバイスを装備し

ている。カメラやGPS、Bluetoothをはじめ、端末の種類にも

よるが、加速度、ジャイロ、接触、温度、輝度センサーなど多様

なセンサーを備える。スマート端末アプリケーション開発者は

これらのデバイスの機能を必要に応じて取捨選択し、使いや

すく高機能なアプリケーションを構築することができる。

　これらのデバイスを備える携帯電話も多少は存在する

が、インタフェースが統一されておらず、利用にも開発にも不

便がある。

（５）煩瑣な開発手続きからの解放

　従来までの携帯電話では、例えば、電話機能やGPS機能

2.  スマート端末の特徴 を利用したアプリケーション開発には様々な手続きが必要

になる。一方で、スマート端末OSの中でも、特にAndroid

においては、前述した機能利用はもちろんのこと、実機での

動作確認や導入も手続きなしで行えるため、顧客への提案時

にも、端末機能を利用したアプリケーションを作成し、実機

で動作させながらプレゼンテーションを行う、ということも

手軽に行える。

（６）ワールドワイドな市場

　携帯電話のアプリケーションはそれぞれの国内レベル

の市場をベースに考えることになるが、スマート端末の市

場は広く世界が対象である。また開発者視点で見ても、世

界中に開発者が居り様々なオープンソースを公開しあって

いるため、コミュニティが活発で利用できるツールやモ

ジュールが多いのは大きな利点である。

　以上のことから、スマート端末はビジネスアプリケーション運

用プラットフォームとして有用であると考えられる。次章からはこ

れらのメリットに着目し、スマート端末をインタフェースとするビ

ジネスユースのスマート端末利用事例を２例紹介する。

　適用先として立ち業務を主とする店舗の従業員など向けの

業務マニュアル表示アプリケーションを考える。この業種で

は、新人従業員などが業務に就くことが他業種と比較して多

く、人の入れ替わりも頻繁であることが想定され、効果的で分

かりやすい業務マニュアルが求められている。また、対面接客

中などの場合には、多くの商品から「短時間」で「容易」に必

要な業務マニュアルを検索できることが望まれる。本章では

「短時間」で「容易」に検索できる新たなインタフェースとし

て、「かざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプ

リケーションについて紹介する。

　前章で説明したように、スマート端末には多様なデバイスが

搭載されており、ほぼ全てのスマート端末にはカメラが装備さ

れている。スマート端末OSではカメラを簡易に扱えるAPIが

用意されており、カメラを使った画像の撮影や、映像のプレ

ビュー、映像のリアルタイム画像処理が可能である。そこでこ

れらを活用し、カメラをユーザインタフェースの手段として、多

くの入力を必要とすることなく、商品についているバーコード

にスマートフォンを「かざす」だけで検索できる業務マニュア

3.  「かざす」ユーザインタフェースによる
　　 業務マニュアルアプリケーション

ルシステムを考える。

　今回紹介するアプリケーションは、タッチパネルで手軽に操

作でき、バーコードリーダ機能を有することで検索操作も簡単

なアプリケーションとなっている。

3.1  作成したアプリケーション
　２次元あるいは１次元バーコードをスマート端末のカメラで

読み取り、それに関連したマニュアルを表示するアプリケー

ションについて説明する。図1にシステムの概略図を示す。

　このアプリケーションはカメラ映像からバーコード領域を解

析し、コードをデコードする。そして、デコードデータに関連付

けられたマニュアルをデータベースから検索し表示する。

　アプリケーションのユーザは検索文字列などを入力するこ

となく、業務中に必要なマニュアルコンテンツを即座に参照す

ることができる。表示されたマニュアルはスマート端末の高解

像度スクリーンに表示されるため見やすく、また指で直感的に

操作できるため扱いやすい。動画再生なども即座に行えるた

め、理解しやすいマニュアルコンテンツを表示できる。

　本例ではAndroid OS の GalaxyTab を利用している。

図1  バーコードマニュアル検索

　Android OSのAPIを使用し、カメラデバイスの確保とプレ

ビューの表示、映像情報の取得を行うことができる。その映像

を解析しバーコード領域の判定、バーコードデコードを行うこ

とによってバーコードリーダを作成できる。

　本事例では解析部分は、オープンソースのバーコード処理ラ

イブラリである「ZXing」を使用する。このライブラリは携帯

型端末で利用されることを前提に開発されており、Android環

境では高パフォーマンスでバーコードリーダを実現できる。な

お、バーコードのテストデータとして、無料で使用できる２次元

バーコード生成サイトの出力を利用する。

3.3  バーコードによるマニュアル表示の処理フロー
　アプリケーションのマニュアル表示部分の処理フローの概

略図を図２に示す。

　アプリケーションではカメラのプレビュー映像をスクリーン

に転送すると共に、コールバックによってキャプチャ画像を得

る。その画像をZXingライブラリによって解析しデコードす

る。カメラはオートフォーカス機能を有しているため、ユーザが

カメラシャッター操作をすることなく、リアルタイムに画像を

取得し、バーコード領域を判定することができる。デコードし

て得たデータがURLの場合には、ブラウザを起動し表示する。

データがアプリケーションで事前に定義したマニュアルIDであ

る場合には、そのマニュアルデータを表示する。

3.4  音声認識インタフェースによる更なる操作性の向上
　前節までの機能により、「かざす」インタフェースによる業務

マニュアル検索が実現できる。しかしさらなる操作性の向上の

ため、本節では音声認識インタフェースの組み込みを紹介す

る。アプリケーションを改良し、バーコードリーダによる検索

だけでなく、音声認識による検索にも対応する（図３）。

　従来型の携帯電話の時代から、小型端末の操作では文字の

入力操作がインタフェースの大きな課題であった。Androidは

音声認識用のAPIを備えており、簡易に音声認識を利用した

アプリケーションを作成することができる。音声認識インタ

フェースを備えることで、ユーザは文字入力の手間が省け、利

便性が大きく向上する。

　業務マニュアルアプリケーションで考える場合、バーコードが

貼れないものや挨拶の仕方など概念的なものなど目の前のも

の以外の何かを検索する用途では、「かざす」インタフェースは

使えない。そこで言葉による入力に対応し、高速に検索を行う。

　Androidの音声認識はクラウドで行われ、アプリケーション

は認識結果の文字列を取得する。認識結果は一つだけでなく、

順位をつけられた複数の候補を得る。アプリケーションではこ

れらの認識結果をキーとしてマニュアルデータベースを検索

し、マニュアルコンテンツを表示する。アプリケーション側で認

識結果と登録キーワードをあいまいに関連づける仕組みを用

意しておくことで、高い確率でユーザの求めるマニュアルコン

テンツに到達することができる。登録キーワードをあいまいに

関連づける手法は複数あるが、例えば事前に音声認識を複数

回テストし、発生した誤認識リストを登録キーワードの二次

候補リストとして用意しておき、認識結果が登録キーワードに

一致しない場合は、二次候補リストをマニュアル検索に用いる

手法などが考えられる。

図３  音声認識マニュアル検索

3.5 業務マニュアルアプリケーションの評価
　今回開発した業務向けマニュアル参照アプリケーションは、

バーコード読み取り専用ハードウェアを必要とせず、Android端末

をバーコードにかざすだけでアクセスすることができる。また端

末に向かってマニュアルに関するキーワードを発声するだけで所

望のマニュアルコンテンツへ即座にアクセスすることができる。

　テストではバーコード認識、音声認識共に認識率は９５%以

上となり、十分に実用レベルのものであると確認することがで

きた。またバーコード検索操作や音声検索操作については、初

めて使用する人も数秒で行うことができ、「短時間」で「容易」

なインタフェースと評価している。

　本事例のような手動入力による操作が難しいアプリケー

ションでは、手動入力以外のインタフェースを考える必要があ

る。スマート端末では従来までの機器とは異なり、映像や音声

を入力とする新しいユーザインタフェースとして活用できると

評価している。

4.  Bluetoothデバイスインタフェース
　　置換アプリケーション

　スマート端末のインタフェースとしての新たな可能性は、

ユーザインタフェースに関するものだけではない。前章では

ユーザインタフェースの事例を紹介したが、本章ではスマート

端末をデバイスインタフェースとして活用する事例を示す。従

来までは専用機器やPCでデータ通信をしていた部分を、軽量

小型なスマート端末で代替することによる新たなソリューション

を考える。

　Bluetooth通信は一般化されており、今日では多くのデバイ

スがBluetoothで様々な近距離通信を行っている。スマート端

末でも多くの機種にBluetoothが搭載されており、連絡先交

換やコードレスヘッドセットによる通話などに用いられてい

る。スマート端末のBluetooth通信のインタフェースを活用

し、他のデバイスからデータ受信に対応することで様々な新た

な業務アプリケーションの可能性を考えることができる。

　Android端末でBluetooth通信を行うアプリケーションを

作成するためには、Android OS のBluetooth API を使用す

る。Bluetooth APIはOSバージョン２.０で初めて公開され、

これ以降、開発者は少ない労力でBluetooth通信を実装できる

ようになった。本章ではBluetooth APIを用いたAndroidアプ

リケーションの開発事例を紹介する。

4.1　作成したアプリケーション
　Bluetooth通信によりデータ送信が可能なデジタルペンの

データ受信アプリケーションを作成する。今回用いるデジタル

ペンはアノト式であり、専用の帳票やアンケート用紙に記述し

た筆跡データをペン内部に記録することができる。図４にシス

テムの概略図を示す。

　本アプリケーションは、デジタルペンのデータ送信要求に応

じて通信を確立し、デジタルペンに蓄積された筆跡データを

受信する。筆跡データはスマートフォンの通信回線を用いて

データ変換サーバに送信され、帳票と合成される。

　従来までは本機能は、専用機器やノートＰＣなど他のデバイス

で実現していたが、今回はスマート端末で代替し、軽量小型で容

易に利用できる新たな通信インタフェース機器として利用する。

図４  デジタルペン筆跡データの流れ

4.2　対応プロファイル
　Bluetoothで通信を行う端末は、その端末が送信するデー

タに適した通信手順やデータ送信形式をそれぞれ実装してい

る。この送信形式はプロファイルと呼ばれ標準化されており、

受信側の端末も同じプロファイルに対応していなければ通信

することができない。

　表1は主要なプロファイルをまとめたものである。Android

端末では機種ごとに対応しているプロファイルが異なるため、

対応状況を事前に調査しておく必要がある。多くのAndroid端

末は通話・音楽プレイヤ関連のプロファイル(HFP、HSP、A２

DP、AVRCP)やデータ送信に関するプロファイル(OPP、

SPP)に対応している。一方、HIDやHDPに対応している

Android端末は限られている。

　今回用いたデジタルペンはOPPかSPPを用いてデータを送

信する。これを踏まえ、アプリケーションでOPP及びSPPの

データ受信に対応する方法を検討する。

　今回開発で用いたAndroid端末では、OPPを用いた通信処

理は、OSの常駐アプリケーション(サービス)が全て行う仕様と

なっている。そのため、OPPによるデータ受信にはこのサービ

スを用いることとし、SPPを用いたデータ受信処理をアプリ

ケーションに実装とする。

4.3　Android端末での動作確認
　表２に示す構成で、それぞれのプロファイルを用いた場合の

アプリケーションの動作確認を行った。

（１）OPP を用いた場合の結果

　X０６HTではファイルを受信できた。受信時にOSの受

信確認ダイアログが起動し、承認することで受信を開始す

ることができる。受信したファイルはBluetooth受信フォ

ルダに格納される。

　NexusOneではファイルを受信できなかった。その理由

は、NexusOneのBluetoothデバイスドライバ(オープン

ソース)が、MIMEタイプが未定義のファイルを受信しない

よう実装されているためである。デジタルペンから送信さ

れるファイルの形式はデジタルペン独自のものであるた

め、MIMEタイプは未定義である。

　以上のことから、OPPを用いたデータ通信では

Android端末で用いているBluetoothデバイスドライバに

4.4　デジタルペンデータのBluetooth
　　   通信アプリケーションの評価
　デジタルペンの筆跡データを、Bluetoothを用いてAndroid

端末で受信するアプリケーションを作成し、Bluetooth通信に

関して以下のことが言える。

● Bluetooth APIを用いることにより、SPPを用いたデータ

　通信アプリケーションを作成できる。

● Android端末で用いられているBluetoothデバイスドライバ

　は少なくとも２種類あり、OPPを用いた通信では、この種

　類によって受信できるファイルの形式が異なる。

　Android OSの最新バージョンは執筆時点で３.x系であり、この

バージョンでヘッドセットやハンディフォンとのBluetooth通信

を行うAPIが公開している。これを用いることで、ヘッドセット

を用いた音声入力や音声ナビゲーションのような、音声を取り

扱うアプリケーションの構築が可能になる。

　以上の点から、残念ながら現段階のAndroidではいくつか

の制限により全てのBluetooth通信機器をAndroidで代替す

るということはできない状況であるといえる。しかしOSの開

発がさらに進めば、OPPやPBAPといったプロファイルに対応

したアプリケーションを作成することも可能になると考えられる。

Android OSの開発は日進月歩であり、バージョンアップの情報

を素早くキャッチしていくことが肝要である。

より受信できるファイル形式が異なることがわかる。

（２）SPP を用いた場合の結果

　X０６HT及びNexusOneでデータを受信できた。SPP

でデータを受信する際、通信データのヘッダ情報を取り出

し、筆跡データと切り分ける必要がある。受信したデータは

任意のフォルダに保存できる。今回は端末のSDカードに保

存した。

　SPPに対応しているAndroid端末を用いることで、デジ

タルペンのデータを受信できることが示唆された。

検索ユーザインタフェースで高速簡易な入力を実現したり、

Bluetoothインタフェースを活用し従来までのデバイスを小型

軽量なデバイスに代替することも可能である。またさらなる発

展形として、スマート端末のGPSや加速度センサー、ジャイロ

などその他の多くのセンサーを併用しデータをリアルタイム解

析することで、ユーザの状態をシステムで自動認識することが

可能になる。これによりユーザが意図的に入力することがなく

とも、システム側から有用な提案を行うことができる。このよ

うな新時代の無入力ユーザインタフェースの研究も進められて

おり、スマート端末インタフェースの秘めた可能性は大きい。

　スマート端末の開発サイクルは速く、端末普及速度は目覚し

い。スマート端末をインタフェースとした業務アプリケーショ

ン開発の需要は今後も加速するだろう。
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表１  Bluetoothの主要なプロファイル

プロファイル

HFP / HSP

A2DP

AVRCP

OPP

SPP

PBAP

HID

HDP

　　　　　　　　　　　 説明

音声の双方向通信や電話の発着信を行う

ステレオ音源の非同期送信を実現する

音楽プレイヤなどの音量調節や選曲操作を実現する

ファイルや電話帳データのプッシュ送信を実現する

シリアルポートでのデータ送信を実現する

電話帳データの参照を実現する

キーボードやマウスなどの入力装置との通信を実現する

健康管理機器との通信を実現する

表２  動作確認条件

Android 端末

デジタルペン

プロファイル

X06HT (Android OS 2.2), 

NexusOne (Android OS 2.3.4)

日立マクセル DP-201

OPP, SPP

バーコードを撮影し
マニュアルを検索

手順書の表示や
動画の再生を行う

バーコード
リーダ機能

業務
マニュアルDB

キーワードを発声し
音声認識結果を取得

音声認識
クラウド

手順書の表示や
動画の再生を行う

受信アプリ
ペアリング
を行い、
筆跡データを
送信する

ペンで帳票内の
“データ送信マーク”を
チェックする

筆跡データを
サーバへ送信する

筆跡データと帳票を
合成する

図２  マニュアル表示処理フロー
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スマート端末を利用した新しい業務インタフェース

1.  はじめに

特集

概要
　Android、iOSといった小型端末向けのOSを搭載したスマートフォン端末やタブレット型端末が急激に普及し

ている[1]。これらの端末には、これまでのノートPCや通常の携帯電話のような端末と比べ様々な特徴がある。

直感的な操作性を有し、高解像度タッチパネルや高機能カメラ、GPSや各種センサーなど優れたインタフェース

や計測器を搭載している。また、Wi-FiやBluetoothなどの通信用デバイスとしてのインタフェース機能も備え、簡

易に利用することができる。

　本稿では、これらの特徴を活用した新しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「かざす」

ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケーション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事

例として、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーションの例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリ

ケーションのインタフェースへの可能性を示す。

特
集

特
集

特
集

　Android、iOSのような小型端末向けOS搭載端末（以下、ス

マート端末）が最も特徴的であるところは、アプリケーション

を自由に開発しインストールできるという点である。

　日本では、従来までの携帯電話でも端末専用にアプリケー

ションを開発しインストールすることはできた。しかし、日本

の携帯電話におけるアプリケーションはビジネス向けは少な

く、ゲーム等のコンシューマ向けが普及するに留まっていた。

　スマート端末は２００７年ごろから日本で広まりはじめたが、

当初の傾向は携帯電話と同様にコンシューマ向けのアプリ

ケーションが多く普及した。しかし、２０１０年頃からスマート端末

を利用したビジネスアプリケーションが注目されはじめ、業務の

現場でスマート端末を活用する事例が見かけられるようになっ

てきた。今後もビジネスアプリケーションの比率は増加すると

見られている。

　携帯電話では成し得なかったビジネスアプリケーションの

普及だが、なぜスマート端末の場合はその可能性が見えてきた

のだろうか。本稿では、まず、普及のカギと考えられるスマート

端末の特徴を述べる。次に、スマート端末の特徴を活用した新

しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「か

ざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケー

ション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事例と

して、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーション

の例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリケーションの

インタフェースへの可能性を示す。

5. おわりに
　本稿ではスマート端末がビジネスアプリケーション開発プ

ラットフォームとして適性があることについて述べ、その開発

事例を紹介した。スマート端末では、アプリケーション側から

利用できる様々なデバイスや機能を活用することで、これまで

にない業務インタフェースを実現できる。

　スマート端末を使用することで、カメラやマイクを利用した
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3.2  バーコードリーダ
　「容易」な操作性を実現するには、ユーザがバーコードを探

して、専用のバーコードリーダ機器をあてがうという操作では

なく、標準搭載のスマート端末のカメラで被写体を範囲内に収

めるだけで良いようにすることが重要である。バーコードリー

ダの入力としてカメラを使うには、自動的にピントを合わせる

規格を持ったカメラでなければ実現が難しい。最近のスマート

端末のカメラはJSR-234規格を備えており、この点をクリア

できる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

（１）直感的な操作性

　スマート端末の大多数はタッチパネルを備え、携帯電話

と比べて操作性に優れる。フリックやピンチイン、ピンチ

アウトといったスマート端末特有のジェスチャにより、画

面内のオブジェクトを直感的に操作でき、ユーザが操作に

慣れやすいためである。

　多くの携帯電話アプリケーションのように、複数回キー

を押下して入力をさせるインタフェースは業務利用におい

ては適さない。

（２）高い画面解像度

　スマート端末は端末面の大部分をスクリーンとして設計

されているものが多く、小型な端末サイズの割には画面

が大きく解像度も高い。

（３）クラウドとの親和性

　スマート端末はWi-Fiや3Gなどのネットワーク接続に

対応しており、容易にインターネットが利用できる。従来

までの携帯電話でも可能な端末はあるが、ネットワーク接

続を前提に設計されているスマート端末OSのほうが、接

続性やパフォーマンスの点で優れる。スマート端末は現状

ではクラウド用端末としてベストの立ち位置にあり、業務

系クラウドとの親和性が極めて高い。

（４）多様なデバイス

　NFC(近距離無線通信)への対応は、携帯電話の方が大

きく先行しており、業務アプリケーション利用の観点では

携帯電話の方が有利であるといわれていた。しかし、最近

のスマート端末はNFCに対応し始めており、業務アプリ

ケーションへの利用が進められている。

　多くのスマート端末は様々なハードウェアデバイスを装備し

ている。カメラやGPS、Bluetoothをはじめ、端末の種類にも

よるが、加速度、ジャイロ、接触、温度、輝度センサーなど多様

なセンサーを備える。スマート端末アプリケーション開発者は

これらのデバイスの機能を必要に応じて取捨選択し、使いや

すく高機能なアプリケーションを構築することができる。

　これらのデバイスを備える携帯電話も多少は存在する

が、インタフェースが統一されておらず、利用にも開発にも不

便がある。

（５）煩瑣な開発手続きからの解放

　従来までの携帯電話では、例えば、電話機能やGPS機能

2.  スマート端末の特徴 を利用したアプリケーション開発には様々な手続きが必要

になる。一方で、スマート端末OSの中でも、特にAndroid

においては、前述した機能利用はもちろんのこと、実機での

動作確認や導入も手続きなしで行えるため、顧客への提案時

にも、端末機能を利用したアプリケーションを作成し、実機

で動作させながらプレゼンテーションを行う、ということも

手軽に行える。

（６）ワールドワイドな市場

　携帯電話のアプリケーションはそれぞれの国内レベル

の市場をベースに考えることになるが、スマート端末の市

場は広く世界が対象である。また開発者視点で見ても、世

界中に開発者が居り様々なオープンソースを公開しあって

いるため、コミュニティが活発で利用できるツールやモ

ジュールが多いのは大きな利点である。

　以上のことから、スマート端末はビジネスアプリケーション運

用プラットフォームとして有用であると考えられる。次章からはこ

れらのメリットに着目し、スマート端末をインタフェースとするビ

ジネスユースのスマート端末利用事例を２例紹介する。

　適用先として立ち業務を主とする店舗の従業員など向けの

業務マニュアル表示アプリケーションを考える。この業種で

は、新人従業員などが業務に就くことが他業種と比較して多

く、人の入れ替わりも頻繁であることが想定され、効果的で分

かりやすい業務マニュアルが求められている。また、対面接客

中などの場合には、多くの商品から「短時間」で「容易」に必

要な業務マニュアルを検索できることが望まれる。本章では

「短時間」で「容易」に検索できる新たなインタフェースとし

て、「かざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプ

リケーションについて紹介する。

　前章で説明したように、スマート端末には多様なデバイスが

搭載されており、ほぼ全てのスマート端末にはカメラが装備さ

れている。スマート端末OSではカメラを簡易に扱えるAPIが

用意されており、カメラを使った画像の撮影や、映像のプレ

ビュー、映像のリアルタイム画像処理が可能である。そこでこ

れらを活用し、カメラをユーザインタフェースの手段として、多

くの入力を必要とすることなく、商品についているバーコード

にスマートフォンを「かざす」だけで検索できる業務マニュア

3.  「かざす」ユーザインタフェースによる
　　 業務マニュアルアプリケーション

ルシステムを考える。

　今回紹介するアプリケーションは、タッチパネルで手軽に操

作でき、バーコードリーダ機能を有することで検索操作も簡単

なアプリケーションとなっている。

3.1  作成したアプリケーション
　２次元あるいは１次元バーコードをスマート端末のカメラで

読み取り、それに関連したマニュアルを表示するアプリケー

ションについて説明する。図1にシステムの概略図を示す。

　このアプリケーションはカメラ映像からバーコード領域を解

析し、コードをデコードする。そして、デコードデータに関連付

けられたマニュアルをデータベースから検索し表示する。

　アプリケーションのユーザは検索文字列などを入力するこ

となく、業務中に必要なマニュアルコンテンツを即座に参照す

ることができる。表示されたマニュアルはスマート端末の高解

像度スクリーンに表示されるため見やすく、また指で直感的に

操作できるため扱いやすい。動画再生なども即座に行えるた

め、理解しやすいマニュアルコンテンツを表示できる。

　本例ではAndroid OS の GalaxyTab を利用している。

図1  バーコードマニュアル検索

　Android OSのAPIを使用し、カメラデバイスの確保とプレ

ビューの表示、映像情報の取得を行うことができる。その映像

を解析しバーコード領域の判定、バーコードデコードを行うこ

とによってバーコードリーダを作成できる。

　本事例では解析部分は、オープンソースのバーコード処理ラ

イブラリである「ZXing」を使用する。このライブラリは携帯

型端末で利用されることを前提に開発されており、Android環

境では高パフォーマンスでバーコードリーダを実現できる。な

お、バーコードのテストデータとして、無料で使用できる２次元

バーコード生成サイトの出力を利用する。

3.3  バーコードによるマニュアル表示の処理フロー
　アプリケーションのマニュアル表示部分の処理フローの概

略図を図２に示す。

　アプリケーションではカメラのプレビュー映像をスクリーン

に転送すると共に、コールバックによってキャプチャ画像を得

る。その画像をZXingライブラリによって解析しデコードす

る。カメラはオートフォーカス機能を有しているため、ユーザが

カメラシャッター操作をすることなく、リアルタイムに画像を

取得し、バーコード領域を判定することができる。デコードし

て得たデータがURLの場合には、ブラウザを起動し表示する。

データがアプリケーションで事前に定義したマニュアルIDであ

る場合には、そのマニュアルデータを表示する。

3.4  音声認識インタフェースによる更なる操作性の向上
　前節までの機能により、「かざす」インタフェースによる業務

マニュアル検索が実現できる。しかしさらなる操作性の向上の

ため、本節では音声認識インタフェースの組み込みを紹介す

る。アプリケーションを改良し、バーコードリーダによる検索

だけでなく、音声認識による検索にも対応する（図３）。

　従来型の携帯電話の時代から、小型端末の操作では文字の

入力操作がインタフェースの大きな課題であった。Androidは

音声認識用のAPIを備えており、簡易に音声認識を利用した

アプリケーションを作成することができる。音声認識インタ

フェースを備えることで、ユーザは文字入力の手間が省け、利

便性が大きく向上する。

　業務マニュアルアプリケーションで考える場合、バーコードが

貼れないものや挨拶の仕方など概念的なものなど目の前のも

の以外の何かを検索する用途では、「かざす」インタフェースは

使えない。そこで言葉による入力に対応し、高速に検索を行う。

　Androidの音声認識はクラウドで行われ、アプリケーション

は認識結果の文字列を取得する。認識結果は一つだけでなく、

順位をつけられた複数の候補を得る。アプリケーションではこ

れらの認識結果をキーとしてマニュアルデータベースを検索

し、マニュアルコンテンツを表示する。アプリケーション側で認

識結果と登録キーワードをあいまいに関連づける仕組みを用

意しておくことで、高い確率でユーザの求めるマニュアルコン

テンツに到達することができる。登録キーワードをあいまいに

関連づける手法は複数あるが、例えば事前に音声認識を複数

回テストし、発生した誤認識リストを登録キーワードの二次

候補リストとして用意しておき、認識結果が登録キーワードに

一致しない場合は、二次候補リストをマニュアル検索に用いる

手法などが考えられる。

図３  音声認識マニュアル検索

3.5 業務マニュアルアプリケーションの評価
　今回開発した業務向けマニュアル参照アプリケーションは、

バーコード読み取り専用ハードウェアを必要とせず、Android端末

をバーコードにかざすだけでアクセスすることができる。また端

末に向かってマニュアルに関するキーワードを発声するだけで所

望のマニュアルコンテンツへ即座にアクセスすることができる。

　テストではバーコード認識、音声認識共に認識率は９５%以

上となり、十分に実用レベルのものであると確認することがで

きた。またバーコード検索操作や音声検索操作については、初

めて使用する人も数秒で行うことができ、「短時間」で「容易」

なインタフェースと評価している。

　本事例のような手動入力による操作が難しいアプリケー

ションでは、手動入力以外のインタフェースを考える必要があ

る。スマート端末では従来までの機器とは異なり、映像や音声

を入力とする新しいユーザインタフェースとして活用できると

評価している。

4.  Bluetoothデバイスインタフェース
　　置換アプリケーション

　スマート端末のインタフェースとしての新たな可能性は、

ユーザインタフェースに関するものだけではない。前章では

ユーザインタフェースの事例を紹介したが、本章ではスマート

端末をデバイスインタフェースとして活用する事例を示す。従

来までは専用機器やPCでデータ通信をしていた部分を、軽量

小型なスマート端末で代替することによる新たなソリューション

を考える。

　Bluetooth通信は一般化されており、今日では多くのデバイ

スがBluetoothで様々な近距離通信を行っている。スマート端

末でも多くの機種にBluetoothが搭載されており、連絡先交

換やコードレスヘッドセットによる通話などに用いられてい

る。スマート端末のBluetooth通信のインタフェースを活用

し、他のデバイスからデータ受信に対応することで様々な新た

な業務アプリケーションの可能性を考えることができる。

　Android端末でBluetooth通信を行うアプリケーションを

作成するためには、Android OS のBluetooth API を使用す

る。Bluetooth APIはOSバージョン２.０で初めて公開され、

これ以降、開発者は少ない労力でBluetooth通信を実装できる

ようになった。本章ではBluetooth APIを用いたAndroidアプ

リケーションの開発事例を紹介する。

4.1　作成したアプリケーション
　Bluetooth通信によりデータ送信が可能なデジタルペンの

データ受信アプリケーションを作成する。今回用いるデジタル

ペンはアノト式であり、専用の帳票やアンケート用紙に記述し

た筆跡データをペン内部に記録することができる。図４にシス

テムの概略図を示す。

　本アプリケーションは、デジタルペンのデータ送信要求に応

じて通信を確立し、デジタルペンに蓄積された筆跡データを

受信する。筆跡データはスマートフォンの通信回線を用いて

データ変換サーバに送信され、帳票と合成される。

　従来までは本機能は、専用機器やノートＰＣなど他のデバイス

で実現していたが、今回はスマート端末で代替し、軽量小型で容

易に利用できる新たな通信インタフェース機器として利用する。

図４  デジタルペン筆跡データの流れ

4.2　対応プロファイル
　Bluetoothで通信を行う端末は、その端末が送信するデー

タに適した通信手順やデータ送信形式をそれぞれ実装してい

る。この送信形式はプロファイルと呼ばれ標準化されており、

受信側の端末も同じプロファイルに対応していなければ通信

することができない。

　表1は主要なプロファイルをまとめたものである。Android

端末では機種ごとに対応しているプロファイルが異なるため、

対応状況を事前に調査しておく必要がある。多くのAndroid端

末は通話・音楽プレイヤ関連のプロファイル(HFP、HSP、A２

DP、AVRCP)やデータ送信に関するプロファイル(OPP、

SPP)に対応している。一方、HIDやHDPに対応している

Android端末は限られている。

　今回用いたデジタルペンはOPPかSPPを用いてデータを送

信する。これを踏まえ、アプリケーションでOPP及びSPPの

データ受信に対応する方法を検討する。

　今回開発で用いたAndroid端末では、OPPを用いた通信処

理は、OSの常駐アプリケーション(サービス)が全て行う仕様と

なっている。そのため、OPPによるデータ受信にはこのサービ

スを用いることとし、SPPを用いたデータ受信処理をアプリ

ケーションに実装とする。

4.3　Android端末での動作確認
　表２に示す構成で、それぞれのプロファイルを用いた場合の

アプリケーションの動作確認を行った。

（１）OPP を用いた場合の結果

　X０６HTではファイルを受信できた。受信時にOSの受

信確認ダイアログが起動し、承認することで受信を開始す

ることができる。受信したファイルはBluetooth受信フォ

ルダに格納される。

　NexusOneではファイルを受信できなかった。その理由

は、NexusOneのBluetoothデバイスドライバ(オープン

ソース)が、MIMEタイプが未定義のファイルを受信しない

よう実装されているためである。デジタルペンから送信さ

れるファイルの形式はデジタルペン独自のものであるた

め、MIMEタイプは未定義である。

　以上のことから、OPPを用いたデータ通信では

Android端末で用いているBluetoothデバイスドライバに

4.4　デジタルペンデータのBluetooth
　　   通信アプリケーションの評価
　デジタルペンの筆跡データを、Bluetoothを用いてAndroid

端末で受信するアプリケーションを作成し、Bluetooth通信に

関して以下のことが言える。

● Bluetooth APIを用いることにより、SPPを用いたデータ

　通信アプリケーションを作成できる。

● Android端末で用いられているBluetoothデバイスドライバ

　は少なくとも２種類あり、OPPを用いた通信では、この種

　類によって受信できるファイルの形式が異なる。

　Android OSの最新バージョンは執筆時点で３.x系であり、この

バージョンでヘッドセットやハンディフォンとのBluetooth通信

を行うAPIが公開している。これを用いることで、ヘッドセット

を用いた音声入力や音声ナビゲーションのような、音声を取り

扱うアプリケーションの構築が可能になる。

　以上の点から、残念ながら現段階のAndroidではいくつか

の制限により全てのBluetooth通信機器をAndroidで代替す

るということはできない状況であるといえる。しかしOSの開

発がさらに進めば、OPPやPBAPといったプロファイルに対応

したアプリケーションを作成することも可能になると考えられる。

Android OSの開発は日進月歩であり、バージョンアップの情報

を素早くキャッチしていくことが肝要である。

より受信できるファイル形式が異なることがわかる。

（２）SPP を用いた場合の結果

　X０６HT及びNexusOneでデータを受信できた。SPP

でデータを受信する際、通信データのヘッダ情報を取り出

し、筆跡データと切り分ける必要がある。受信したデータは

任意のフォルダに保存できる。今回は端末のSDカードに保

存した。

　SPPに対応しているAndroid端末を用いることで、デジ

タルペンのデータを受信できることが示唆された。

検索ユーザインタフェースで高速簡易な入力を実現したり、

Bluetoothインタフェースを活用し従来までのデバイスを小型

軽量なデバイスに代替することも可能である。またさらなる発

展形として、スマート端末のGPSや加速度センサー、ジャイロ

などその他の多くのセンサーを併用しデータをリアルタイム解

析することで、ユーザの状態をシステムで自動認識することが

可能になる。これによりユーザが意図的に入力することがなく

とも、システム側から有用な提案を行うことができる。このよ

うな新時代の無入力ユーザインタフェースの研究も進められて

おり、スマート端末インタフェースの秘めた可能性は大きい。

　スマート端末の開発サイクルは速く、端末普及速度は目覚し

い。スマート端末をインタフェースとした業務アプリケーショ

ン開発の需要は今後も加速するだろう。
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表１  Bluetoothの主要なプロファイル

プロファイル

HFP / HSP

A2DP

AVRCP

OPP

SPP

PBAP

HID

HDP

　　　　　　　　　　　 説明

音声の双方向通信や電話の発着信を行う

ステレオ音源の非同期送信を実現する

音楽プレイヤなどの音量調節や選曲操作を実現する

ファイルや電話帳データのプッシュ送信を実現する

シリアルポートでのデータ送信を実現する

電話帳データの参照を実現する

キーボードやマウスなどの入力装置との通信を実現する

健康管理機器との通信を実現する

表２  動作確認条件

Android 端末

デジタルペン

プロファイル

X06HT (Android OS 2.2), 

NexusOne (Android OS 2.3.4)

日立マクセル DP-201

OPP, SPP

バーコードを撮影し
マニュアルを検索

手順書の表示や
動画の再生を行う

バーコード
リーダ機能

業務
マニュアルDB

キーワードを発声し
音声認識結果を取得

音声認識
クラウド

手順書の表示や
動画の再生を行う

受信アプリ
ペアリング
を行い、
筆跡データを
送信する

ペンで帳票内の
“データ送信マーク”を
チェックする

筆跡データを
サーバへ送信する

筆跡データと帳票を
合成する

図２  マニュアル表示処理フロー
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スマート端末を利用した新しい業務インタフェース

1.  はじめに

特集

概要
　Android、iOSといった小型端末向けのOSを搭載したスマートフォン端末やタブレット型端末が急激に普及し

ている[1]。これらの端末には、これまでのノートPCや通常の携帯電話のような端末と比べ様々な特徴がある。

直感的な操作性を有し、高解像度タッチパネルや高機能カメラ、GPSや各種センサーなど優れたインタフェース

や計測器を搭載している。また、Wi-FiやBluetoothなどの通信用デバイスとしてのインタフェース機能も備え、簡

易に利用することができる。

　本稿では、これらの特徴を活用した新しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「かざす」

ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケーション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事

例として、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーションの例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリ

ケーションのインタフェースへの可能性を示す。

特
集

特
集

特
集

　Android、iOSのような小型端末向けOS搭載端末（以下、ス

マート端末）が最も特徴的であるところは、アプリケーション

を自由に開発しインストールできるという点である。

　日本では、従来までの携帯電話でも端末専用にアプリケー

ションを開発しインストールすることはできた。しかし、日本

の携帯電話におけるアプリケーションはビジネス向けは少な

く、ゲーム等のコンシューマ向けが普及するに留まっていた。

　スマート端末は２００７年ごろから日本で広まりはじめたが、

当初の傾向は携帯電話と同様にコンシューマ向けのアプリ

ケーションが多く普及した。しかし、２０１０年頃からスマート端末

を利用したビジネスアプリケーションが注目されはじめ、業務の

現場でスマート端末を活用する事例が見かけられるようになっ

てきた。今後もビジネスアプリケーションの比率は増加すると

見られている。

　携帯電話では成し得なかったビジネスアプリケーションの

普及だが、なぜスマート端末の場合はその可能性が見えてきた

のだろうか。本稿では、まず、普及のカギと考えられるスマート

端末の特徴を述べる。次に、スマート端末の特徴を活用した新

しいビジネスユースのシステム事例として、これまでにない「か

ざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプリケー

ション、これまでのデバイスインタフェースを置き換える事例と

して、デジタルペンデータのBluetooth通信アプリケーション

の例を紹介し、スマート端末のビジネスアプリケーションの

インタフェースへの可能性を示す。

5. おわりに
　本稿ではスマート端末がビジネスアプリケーション開発プ

ラットフォームとして適性があることについて述べ、その開発

事例を紹介した。スマート端末では、アプリケーション側から

利用できる様々なデバイスや機能を活用することで、これまで

にない業務インタフェースを実現できる。

　スマート端末を使用することで、カメラやマイクを利用した
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3.2  バーコードリーダ
　「容易」な操作性を実現するには、ユーザがバーコードを探

して、専用のバーコードリーダ機器をあてがうという操作では

なく、標準搭載のスマート端末のカメラで被写体を範囲内に収

めるだけで良いようにすることが重要である。バーコードリー

ダの入力としてカメラを使うには、自動的にピントを合わせる

規格を持ったカメラでなければ実現が難しい。最近のスマート

端末のカメラはJSR-234規格を備えており、この点をクリア

できる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

（１）直感的な操作性

　スマート端末の大多数はタッチパネルを備え、携帯電話

と比べて操作性に優れる。フリックやピンチイン、ピンチ

アウトといったスマート端末特有のジェスチャにより、画

面内のオブジェクトを直感的に操作でき、ユーザが操作に

慣れやすいためである。

　多くの携帯電話アプリケーションのように、複数回キー

を押下して入力をさせるインタフェースは業務利用におい

ては適さない。

（２）高い画面解像度

　スマート端末は端末面の大部分をスクリーンとして設計

されているものが多く、小型な端末サイズの割には画面

が大きく解像度も高い。

（３）クラウドとの親和性

　スマート端末はWi-Fiや3Gなどのネットワーク接続に

対応しており、容易にインターネットが利用できる。従来

までの携帯電話でも可能な端末はあるが、ネットワーク接

続を前提に設計されているスマート端末OSのほうが、接

続性やパフォーマンスの点で優れる。スマート端末は現状

ではクラウド用端末としてベストの立ち位置にあり、業務

系クラウドとの親和性が極めて高い。

（４）多様なデバイス

　NFC(近距離無線通信)への対応は、携帯電話の方が大

きく先行しており、業務アプリケーション利用の観点では

携帯電話の方が有利であるといわれていた。しかし、最近

のスマート端末はNFCに対応し始めており、業務アプリ

ケーションへの利用が進められている。

　多くのスマート端末は様々なハードウェアデバイスを装備し

ている。カメラやGPS、Bluetoothをはじめ、端末の種類にも

よるが、加速度、ジャイロ、接触、温度、輝度センサーなど多様

なセンサーを備える。スマート端末アプリケーション開発者は

これらのデバイスの機能を必要に応じて取捨選択し、使いや

すく高機能なアプリケーションを構築することができる。

　これらのデバイスを備える携帯電話も多少は存在する

が、インタフェースが統一されておらず、利用にも開発にも不

便がある。

（５）煩瑣な開発手続きからの解放

　従来までの携帯電話では、例えば、電話機能やGPS機能

2.  スマート端末の特徴 を利用したアプリケーション開発には様々な手続きが必要

になる。一方で、スマート端末OSの中でも、特にAndroid

においては、前述した機能利用はもちろんのこと、実機での

動作確認や導入も手続きなしで行えるため、顧客への提案時

にも、端末機能を利用したアプリケーションを作成し、実機

で動作させながらプレゼンテーションを行う、ということも

手軽に行える。

（６）ワールドワイドな市場

　携帯電話のアプリケーションはそれぞれの国内レベル

の市場をベースに考えることになるが、スマート端末の市

場は広く世界が対象である。また開発者視点で見ても、世

界中に開発者が居り様々なオープンソースを公開しあって

いるため、コミュニティが活発で利用できるツールやモ

ジュールが多いのは大きな利点である。

　以上のことから、スマート端末はビジネスアプリケーション運

用プラットフォームとして有用であると考えられる。次章からはこ

れらのメリットに着目し、スマート端末をインタフェースとするビ

ジネスユースのスマート端末利用事例を２例紹介する。

　適用先として立ち業務を主とする店舗の従業員など向けの

業務マニュアル表示アプリケーションを考える。この業種で

は、新人従業員などが業務に就くことが他業種と比較して多

く、人の入れ替わりも頻繁であることが想定され、効果的で分

かりやすい業務マニュアルが求められている。また、対面接客

中などの場合には、多くの商品から「短時間」で「容易」に必

要な業務マニュアルを検索できることが望まれる。本章では

「短時間」で「容易」に検索できる新たなインタフェースとし

て、「かざす」ユーザインタフェースによる業務マニュアルアプ

リケーションについて紹介する。

　前章で説明したように、スマート端末には多様なデバイスが

搭載されており、ほぼ全てのスマート端末にはカメラが装備さ

れている。スマート端末OSではカメラを簡易に扱えるAPIが

用意されており、カメラを使った画像の撮影や、映像のプレ

ビュー、映像のリアルタイム画像処理が可能である。そこでこ

れらを活用し、カメラをユーザインタフェースの手段として、多

くの入力を必要とすることなく、商品についているバーコード

にスマートフォンを「かざす」だけで検索できる業務マニュア

3.  「かざす」ユーザインタフェースによる
　　 業務マニュアルアプリケーション

ルシステムを考える。

　今回紹介するアプリケーションは、タッチパネルで手軽に操

作でき、バーコードリーダ機能を有することで検索操作も簡単

なアプリケーションとなっている。

3.1  作成したアプリケーション
　２次元あるいは１次元バーコードをスマート端末のカメラで

読み取り、それに関連したマニュアルを表示するアプリケー

ションについて説明する。図1にシステムの概略図を示す。

　このアプリケーションはカメラ映像からバーコード領域を解

析し、コードをデコードする。そして、デコードデータに関連付

けられたマニュアルをデータベースから検索し表示する。

　アプリケーションのユーザは検索文字列などを入力するこ

となく、業務中に必要なマニュアルコンテンツを即座に参照す

ることができる。表示されたマニュアルはスマート端末の高解

像度スクリーンに表示されるため見やすく、また指で直感的に

操作できるため扱いやすい。動画再生なども即座に行えるた

め、理解しやすいマニュアルコンテンツを表示できる。

　本例ではAndroid OS の GalaxyTab を利用している。

図1  バーコードマニュアル検索

　Android OSのAPIを使用し、カメラデバイスの確保とプレ

ビューの表示、映像情報の取得を行うことができる。その映像

を解析しバーコード領域の判定、バーコードデコードを行うこ

とによってバーコードリーダを作成できる。

　本事例では解析部分は、オープンソースのバーコード処理ラ

イブラリである「ZXing」を使用する。このライブラリは携帯

型端末で利用されることを前提に開発されており、Android環

境では高パフォーマンスでバーコードリーダを実現できる。な

お、バーコードのテストデータとして、無料で使用できる２次元

バーコード生成サイトの出力を利用する。

3.3  バーコードによるマニュアル表示の処理フロー
　アプリケーションのマニュアル表示部分の処理フローの概

略図を図２に示す。

　アプリケーションではカメラのプレビュー映像をスクリーン

に転送すると共に、コールバックによってキャプチャ画像を得

る。その画像をZXingライブラリによって解析しデコードす

る。カメラはオートフォーカス機能を有しているため、ユーザが

カメラシャッター操作をすることなく、リアルタイムに画像を

取得し、バーコード領域を判定することができる。デコードし

て得たデータがURLの場合には、ブラウザを起動し表示する。

データがアプリケーションで事前に定義したマニュアルIDであ

る場合には、そのマニュアルデータを表示する。

3.4  音声認識インタフェースによる更なる操作性の向上
　前節までの機能により、「かざす」インタフェースによる業務

マニュアル検索が実現できる。しかしさらなる操作性の向上の

ため、本節では音声認識インタフェースの組み込みを紹介す

る。アプリケーションを改良し、バーコードリーダによる検索

だけでなく、音声認識による検索にも対応する（図３）。

　従来型の携帯電話の時代から、小型端末の操作では文字の

入力操作がインタフェースの大きな課題であった。Androidは

音声認識用のAPIを備えており、簡易に音声認識を利用した

アプリケーションを作成することができる。音声認識インタ

フェースを備えることで、ユーザは文字入力の手間が省け、利

便性が大きく向上する。

　業務マニュアルアプリケーションで考える場合、バーコードが

貼れないものや挨拶の仕方など概念的なものなど目の前のも

の以外の何かを検索する用途では、「かざす」インタフェースは

使えない。そこで言葉による入力に対応し、高速に検索を行う。

　Androidの音声認識はクラウドで行われ、アプリケーション

は認識結果の文字列を取得する。認識結果は一つだけでなく、

順位をつけられた複数の候補を得る。アプリケーションではこ

れらの認識結果をキーとしてマニュアルデータベースを検索

し、マニュアルコンテンツを表示する。アプリケーション側で認

識結果と登録キーワードをあいまいに関連づける仕組みを用

意しておくことで、高い確率でユーザの求めるマニュアルコン

テンツに到達することができる。登録キーワードをあいまいに

関連づける手法は複数あるが、例えば事前に音声認識を複数

回テストし、発生した誤認識リストを登録キーワードの二次

候補リストとして用意しておき、認識結果が登録キーワードに

一致しない場合は、二次候補リストをマニュアル検索に用いる

手法などが考えられる。

図３  音声認識マニュアル検索

3.5 業務マニュアルアプリケーションの評価
　今回開発した業務向けマニュアル参照アプリケーションは、

バーコード読み取り専用ハードウェアを必要とせず、Android端末

をバーコードにかざすだけでアクセスすることができる。また端

末に向かってマニュアルに関するキーワードを発声するだけで所

望のマニュアルコンテンツへ即座にアクセスすることができる。

　テストではバーコード認識、音声認識共に認識率は９５%以

上となり、十分に実用レベルのものであると確認することがで

きた。またバーコード検索操作や音声検索操作については、初

めて使用する人も数秒で行うことができ、「短時間」で「容易」

なインタフェースと評価している。

　本事例のような手動入力による操作が難しいアプリケー

ションでは、手動入力以外のインタフェースを考える必要があ

る。スマート端末では従来までの機器とは異なり、映像や音声

を入力とする新しいユーザインタフェースとして活用できると

評価している。

4.  Bluetoothデバイスインタフェース
　　置換アプリケーション

　スマート端末のインタフェースとしての新たな可能性は、

ユーザインタフェースに関するものだけではない。前章では

ユーザインタフェースの事例を紹介したが、本章ではスマート

端末をデバイスインタフェースとして活用する事例を示す。従

来までは専用機器やPCでデータ通信をしていた部分を、軽量

小型なスマート端末で代替することによる新たなソリューション

を考える。

　Bluetooth通信は一般化されており、今日では多くのデバイ

スがBluetoothで様々な近距離通信を行っている。スマート端

末でも多くの機種にBluetoothが搭載されており、連絡先交

換やコードレスヘッドセットによる通話などに用いられてい

る。スマート端末のBluetooth通信のインタフェースを活用

し、他のデバイスからデータ受信に対応することで様々な新た

な業務アプリケーションの可能性を考えることができる。

　Android端末でBluetooth通信を行うアプリケーションを

作成するためには、Android OS のBluetooth API を使用す

る。Bluetooth APIはOSバージョン２.０で初めて公開され、

これ以降、開発者は少ない労力でBluetooth通信を実装できる

ようになった。本章ではBluetooth APIを用いたAndroidアプ

リケーションの開発事例を紹介する。

4.1　作成したアプリケーション
　Bluetooth通信によりデータ送信が可能なデジタルペンの

データ受信アプリケーションを作成する。今回用いるデジタル

ペンはアノト式であり、専用の帳票やアンケート用紙に記述し

た筆跡データをペン内部に記録することができる。図４にシス

テムの概略図を示す。

　本アプリケーションは、デジタルペンのデータ送信要求に応

じて通信を確立し、デジタルペンに蓄積された筆跡データを

受信する。筆跡データはスマートフォンの通信回線を用いて

データ変換サーバに送信され、帳票と合成される。

　従来までは本機能は、専用機器やノートＰＣなど他のデバイス

で実現していたが、今回はスマート端末で代替し、軽量小型で容

易に利用できる新たな通信インタフェース機器として利用する。

図４  デジタルペン筆跡データの流れ

4.2　対応プロファイル
　Bluetoothで通信を行う端末は、その端末が送信するデー

タに適した通信手順やデータ送信形式をそれぞれ実装してい

る。この送信形式はプロファイルと呼ばれ標準化されており、

受信側の端末も同じプロファイルに対応していなければ通信

することができない。

　表1は主要なプロファイルをまとめたものである。Android

端末では機種ごとに対応しているプロファイルが異なるため、

対応状況を事前に調査しておく必要がある。多くのAndroid端

末は通話・音楽プレイヤ関連のプロファイル(HFP、HSP、A２

DP、AVRCP)やデータ送信に関するプロファイル(OPP、

SPP)に対応している。一方、HIDやHDPに対応している

Android端末は限られている。

　今回用いたデジタルペンはOPPかSPPを用いてデータを送

信する。これを踏まえ、アプリケーションでOPP及びSPPの

データ受信に対応する方法を検討する。

　今回開発で用いたAndroid端末では、OPPを用いた通信処

理は、OSの常駐アプリケーション(サービス)が全て行う仕様と

なっている。そのため、OPPによるデータ受信にはこのサービ

スを用いることとし、SPPを用いたデータ受信処理をアプリ

ケーションに実装とする。

4.3　Android端末での動作確認
　表２に示す構成で、それぞれのプロファイルを用いた場合の

アプリケーションの動作確認を行った。

（１）OPP を用いた場合の結果

　X０６HTではファイルを受信できた。受信時にOSの受

信確認ダイアログが起動し、承認することで受信を開始す

ることができる。受信したファイルはBluetooth受信フォ

ルダに格納される。

　NexusOneではファイルを受信できなかった。その理由

は、NexusOneのBluetoothデバイスドライバ(オープン

ソース)が、MIMEタイプが未定義のファイルを受信しない

よう実装されているためである。デジタルペンから送信さ

れるファイルの形式はデジタルペン独自のものであるた

め、MIMEタイプは未定義である。

　以上のことから、OPPを用いたデータ通信では

Android端末で用いているBluetoothデバイスドライバに

4.4　デジタルペンデータのBluetooth
　　   通信アプリケーションの評価
　デジタルペンの筆跡データを、Bluetoothを用いてAndroid

端末で受信するアプリケーションを作成し、Bluetooth通信に

関して以下のことが言える。

● Bluetooth APIを用いることにより、SPPを用いたデータ

　通信アプリケーションを作成できる。

● Android端末で用いられているBluetoothデバイスドライバ

　は少なくとも２種類あり、OPPを用いた通信では、この種

　類によって受信できるファイルの形式が異なる。

　Android OSの最新バージョンは執筆時点で３.x系であり、この

バージョンでヘッドセットやハンディフォンとのBluetooth通信

を行うAPIが公開している。これを用いることで、ヘッドセット

を用いた音声入力や音声ナビゲーションのような、音声を取り

扱うアプリケーションの構築が可能になる。

　以上の点から、残念ながら現段階のAndroidではいくつか

の制限により全てのBluetooth通信機器をAndroidで代替す

るということはできない状況であるといえる。しかしOSの開

発がさらに進めば、OPPやPBAPといったプロファイルに対応

したアプリケーションを作成することも可能になると考えられる。

Android OSの開発は日進月歩であり、バージョンアップの情報

を素早くキャッチしていくことが肝要である。

より受信できるファイル形式が異なることがわかる。

（２）SPP を用いた場合の結果

　X０６HT及びNexusOneでデータを受信できた。SPP

でデータを受信する際、通信データのヘッダ情報を取り出

し、筆跡データと切り分ける必要がある。受信したデータは

任意のフォルダに保存できる。今回は端末のSDカードに保

存した。

　SPPに対応しているAndroid端末を用いることで、デジ

タルペンのデータを受信できることが示唆された。

検索ユーザインタフェースで高速簡易な入力を実現したり、

Bluetoothインタフェースを活用し従来までのデバイスを小型

軽量なデバイスに代替することも可能である。またさらなる発

展形として、スマート端末のGPSや加速度センサー、ジャイロ

などその他の多くのセンサーを併用しデータをリアルタイム解

析することで、ユーザの状態をシステムで自動認識することが

可能になる。これによりユーザが意図的に入力することがなく

とも、システム側から有用な提案を行うことができる。このよ

うな新時代の無入力ユーザインタフェースの研究も進められて

おり、スマート端末インタフェースの秘めた可能性は大きい。

　スマート端末の開発サイクルは速く、端末普及速度は目覚し

い。スマート端末をインタフェースとした業務アプリケーショ

ン開発の需要は今後も加速するだろう。
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表１  Bluetoothの主要なプロファイル

プロファイル

HFP / HSP

A2DP

AVRCP

OPP

SPP

PBAP

HID

HDP

　　　　　　　　　　　 説明

音声の双方向通信や電話の発着信を行う

ステレオ音源の非同期送信を実現する

音楽プレイヤなどの音量調節や選曲操作を実現する

ファイルや電話帳データのプッシュ送信を実現する

シリアルポートでのデータ送信を実現する

電話帳データの参照を実現する

キーボードやマウスなどの入力装置との通信を実現する

健康管理機器との通信を実現する

表２  動作確認条件

Android 端末

デジタルペン

プロファイル

X06HT (Android OS 2.2), 

NexusOne (Android OS 2.3.4)

日立マクセル DP-201

OPP, SPP

バーコードを撮影し
マニュアルを検索

手順書の表示や
動画の再生を行う

バーコード
リーダ機能

業務
マニュアルDB

キーワードを発声し
音声認識結果を取得

音声認識
クラウド

手順書の表示や
動画の再生を行う

受信アプリ
ペアリング
を行い、
筆跡データを
送信する

ペンで帳票内の
“データ送信マーク”を
チェックする

筆跡データを
サーバへ送信する

筆跡データと帳票を
合成する

図２  マニュアル表示処理フロー


