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1 はじめに
クラウドコンピュティーングの浸透によって，ネット
ワークを通じた組込みシステムと外部サービスの連携が
期待されている．スマートフォン等の携帯端末に配置し
たアプリケーションからクラウドにアクセスすることで，
組込みシステムの位置透過な制御が実現可能となる．わ
れわれは，自動販売機システムを事例として組込みシス
テムのクラウド化を目指している．本研究では，自動販
売機システムのクラウド化における携帯端末アプリケー
ションのアーキテクチャ設計を扱う．
携帯端末アプリケーション開発に用いられるプラット
フォームは携帯端末毎に提供されており，各プラットフォー
ムのアーキテクチャは異なる．アプリケーション開発者
は，選択した携帯端末に対応するプラットフォームで提
供されているコンポーネントを用いてアプリケーション
開発をおこなう．
携帯端末プラットフォームはアーキテクチャが異なる
ことから，プラットフォーム毎にアプリケーションアー
キテクチャを設計する必要がある．各携帯端末プラット
フォームを用いて設計したアプリケーションアーキテク
チャは，各プラットフォームに依存する．このことから，
他の携帯端末プラットフォームへの移植が困難であり，ア
プリケーションアーキテクチャの再利用性が低下する．
本研究の目的は，携帯端末のアプリケーションアーキ
テクチャの標準化である．一般的に携帯端末のアプリ
ケーションアーキテクチャ設計に用いられるModel-View-
Controller[1](以下，MVC)を用いてアーキテクチャ設計
をおこなう．MVCに基づき携帯端末のプラットフォーム
を用いて設計したアプリケーションアーキテクチャを比
較することで，共通構造を定義することで，携帯端末の
アプリケーションアーキテクチャの標準化をおこなう．本
研究では携帯端末のプラットフォームとして，Android[2]
と iOS[3]を扱う．
同様の機能を持つアプリケーションをAndroid，iOS各
プラットフォームで設計する．事例として，TwitterAPI・
FacebookAPI・MIxiAPIを用いたアプリケーションを扱
う．設計したアプリケーションアーキテクチャをMVCに
基づいて比較し，携帯端末のアプリケーションアーキテ
クチャの共通構造を定義した．

2 背景技術
2.1 Android

Androidは，スマートフォンやタブレット端末などの
携帯端末を対象としたプラットフォームである．開発言
語は Javaである．

2.2 iOS

iOSは，Apple社の携帯端末を対象としたプラットフォー
ムである．開発言語には Objective-Cを用いる．

3 アプリケーションアーキテクチャの設計
Android，iOSプラットフォームを用いてアプリケーショ
ンアーキテクチャの設計をおこなう．事例として，Twit-
terAPI・FacebookAPI・MixiAPIを用いたアプリケーショ
ンを扱う．

3.1 Twitterアプリケーションのアーキテクチャ設計
TwitterAPI を用いたアプリケーションのアーキテク
チャ設計をおこなう．本研究では，Twitterにアクセスし
指定したユーザのつぶやきを取得し画面に表示するアプ
リケーションを作成する．Twitter からの受信データは
XML形式である．Twitterから受信した XMLデータを
解析し，ユーザ名とつぶやきを抽出する．抽出した情報
を端末の画面に表示する．画面には更新ボタンを配置し，
更新ボタンを押下された場合，つぶやきを再び Twitter
から取得し，端末の画面に再び出力する．

Twitterアプリケーションのコンポーネントを定義する．
画面にユーザ情報を表示するView，入力イベントを受け取
るController，TwitterにアクセスしXMLデータを取得
するXMLAcquire，XMLデータを解析するXMLParser，
更新通知用インタフェースのObserverがTwitterアプリ
ケーションで用いるコンポーネントである．

3.1.1 Androidプラットフォームを用いたTwitterア
プリケーションのアーキテクチャ設計

Androidプラットフォームを用いてTwitterアプリケー
ションアーキテクチャの設計をおこなう．Andoirdでは，
Activity を用いてユーザへの表示を管理する．Activity
を継承したクラスを作成し，ユーザが操作可能な画面と
操作に対する処理を記述する．本研究で作成する Twit-
terアプリケーションはユーザ名とつぶやきを表示するア
プリケーションである．ユーザのつぶやきは複数存在し，
Twitterアプリケーションではつぶやきをリスト状に表示
する．Androidでは，複数のデータをリスト状に表示す
る際に ListActivityを用いる．このことから，ListActiv-
ityクラスを継承したMainActivityを作成する．Android
では，画面のレイアウトを XML で記述する．XML で
記述したテキストボックスやボタンに IDを設定し，Ac-
tivityから IDを参照することでテキストボックスやボタ
ンのオブジェクトを取得する．本研究で作成する Twit-
terアプリケーションでは，MainActivityにボタンリス
ナを実装する．Twitterアプリケーションで用いるView，
ControllerがMainActivityに相当する．XMLAcquireは，



HttpURLConnectionクラスを用いてXMLデータを取得
し XMLParserに XMLデータを送信する．XMLParser
は，XmlPullParserクラスを用いてXMLデータを解析し
ユーザ名とつぶやきを抽出する．解析結果を参照するため
に getUserDataメソッド，ユーザ情報取得処理の終了通
知をおこなう notifyメソッドを実装する．以上の結果か
ら，Androidプラットフォームを用いて設計したTwitter
アプリケーションのアーキテクチャを図 1に示す．

図 1 Androidプラットフォームを用いて設計したTwitter
アプリケーションのアーキテクチャ

3.1.2 iOSプラットフォームを用いたTwitterアプリ
ケーションのアーキテクチャ設計

iOSプラットフォームを用いて Twitterアプリケーシ
ョンアーキテクチャの設計をおこなう．iOS では，An-
droidにおけるActivityに対応するUIViewControllerを
用いてViewを制御する．複数データをリスト状に表示す
る際には UITableViewControllerを用いる．このことか
ら，UITableViewControllerクラスを継承したRootView-
Controllerクラスを作成する．画面からの入力を受け取
りは UITableViewControllerがおこなう．Androidと同
様に，ViewとControllerがUITableViewControllerに相
当する．XMLAcquireではNSURLConnectionクラスを
用いてデータ取得，XMLParserではNSXMLParserクラ
スを用いてXMLデータ解析をおこなう．iOSでは，Ob-
serverパターンの実現にNSNotificationクラスを用いる．
NotificationCenterに Observerとなるオブジェクト，通
知を受け取った際に実行するメソッド，通知元のオブジェ
クトを登録し，XMLParserがNotificationCenterに通知
をおこなうことで実現する．以上の結果から，iOSプラッ
トフォームを用いて設計した Twitterアプリケーション
のアーキテクチャを図 2に示す．

図 2 iOSプラットフォームを用いた Twitterアプリケー
ションのアーキテクチャ

3.2 Facebookアプリケーションのアーキテクチャ設計
FacebookAPIを用いたアプリケーションのアーキテク
チャ設計をおこなう．本研究で作成する Facebookアプリ
ケーションは，Facebookにログイン後ユーザ情報を取得
し，端末の画面に表示する．Facebookへのログインのた
めに端末の画面にダイアログを表示する．Facebookから
の受信データは JSON形式である．Facebookから受信し
た JSONデータを解析し，ユーザ名・出身地・性別を抽
出し結果を画面に出力する．

Facebook アプリケーションのコンポーネントを定義
する．ログイン用のダイアログを表示する LoginView，
ユーザ情報を表示する ShowUserDataView，ユーザのロ
グイン情報を受け取る Controller，Facebookにアクセス
し JSON データを取得する JSONAcquire，JSON デー
タを解析する JSONParser，更新通知用インタフェース
のObserverが Facebookアプリケーションで用いるコン
ポーネントである．

3.2.1 Androidプラットフォームを用いた Facebook
アプリケーションのアーキテクチャ設計

Android プラットフォームを用いて Facebook アプリ
ケーションのアーキテクチャ設計をおこなう．Twitterア
プリケーションと同様に，Activityを用いて端末の画面へ
の表示，入力の受け取りをおこなう．Activityは画面と 1
対 1で対応することから，Facebookアプリケーションでは
ログイン用の画面を表示する LoginActivityと，ユーザ情
報を表示する ShowUserDataActivityを作成する．Face-
bookアプリケーションで用いる LoginView，Controller
が LoginActivityに，ShowUserDataView，Controllerが
ShowUserDataActivityに相当する．Androidでは画面遷
移のためのコンポーネントとして Intentが提供されてい
る．Intentに遷移先の画面に対応する Activityを登録す
ることで，画面遷移を実現する．Intentは画面間でデータ
の送受信にも用いられる．解析結果を Intentに設定するこ
とで画面間のデータの送信を実現する．JSONAcquireは，
Facebookに対してHTTPリクエストを実行しプロフィー
ルを取得し JSONParserに送信する．JSONParserでは
JSONデータを解析し，ユーザ情報を取得する．解析結果
を参照するために getUserDataメソッド，ユーザ情報取
得処理の終了通知をおこなう notifyメソッドを実装する．
Androidプラットフォームを用いて設計したFacebookア
プリケーションのアーキテクチャを図 3に示す．

図 3 Androidプラットフォームを用いて設計した Face-
bookアプリケーションのアーキテクチャ



3.2.2 iOSプラットフォームを用いた Facebookアプ
リケーションのアーキテクチャ設計

iOSプラットフォームを用いてFacebookアプリケーショ
ンアーキテクチャの設計をおこなう．Twitterアプリケー
ションと同様に，UITableViewControllerクラスを継承し
たクラスを作成する．UITableViewControllerを継承した
クラスと画面は 1対 1で対応することから，Androidと同
様にログインするための画面を表示する LoginViewCon-
troller とユーザデータを表示する ShowUserDataView-
Controllerを作成する．iOSで画面遷移の実現は Story-
Boardを用いる．Storyboardは，画面間の遷移を管理する
ために提供されているコンポーネントである．Storyboard
に遷移先のViewControllerを設定することで，画面遷移
を実現する．JSONAcquireでは，Facebookにアクセスし
指定したユーザのプロフィールを取得する．JSONParser
は，JJSONAcquireから受けとったユーザデータを解析
し，必要な情報抽出する．LoginViewControllerに対して
データを渡す getUserDataメソッドを実装する．Twitter
アプリケーションと同様に，Observerパターンの実現に
は NSNotificationCenterを用いる．iOSプラットフォー
ムを用いて設計した Facebookアプリケーションのアー
キテクチャを図 4に示す．

図 4 iOSプラットフォームを用いて設計した Facebook
アプリケーションのアーキテクチャ

3.3 Mixiアプリケーションのアーキテクチャ設計
MixiAPIを用いたアプリケーションのアーキテクチャ
設計をおこなう．作成するMixiアプリケーションはMixi
にログイン後，入力されたつぶやきを投稿する．ログイ
ンするためのダイアログを端末の画面に表示し，ログイ
ン後端末につぶやき入力画面を表示する．

Mixi アプリケーションのコンポーネントを定義する．
ログイン画面を表示する LoginView，つぶやきの入力画
面を表示する InputMixiVoiceView，ユーザのログイン情
報，つぶやきを受け取るController，つぶやきを投稿する
MixiVoiceWriter，更新通知用インタフェースのObserver
がMixiアプリケーションで用いるコンポーネントである．

3.3.1 Androidプラットフォームを用いたMixiアプ
リケーションのアーキテクチャ設計

Androidプラットフォームを用いてMixiアプリケーショ
ンアーキテクチャの設計をおこなう．Twitter・Facebook
アプリケーションと同様に，Mixiアプリケーションにお

いても Activityを用いる．Mixiアプリケーションでは，
ログインするための画面とユーザがつぶやきを入力する
画面が必要となる．このことから，ログインするための画
面として LoginActivity，つぶやきを入力する画面として
InputMixiVoiceActivityを作成する．Mixiにログイン完
了後，ユーザがつぶやきを入力する画面に遷移する．画面
遷移には，Facebookアプリケーションと同様 Intentを用
いる．MixiVoiceWriterでは，Mixiにアクセスしつぶや
きを投稿する．Observerパターン実現のためにObserver
インタフェースを作成し，つぶやき投稿が完了したことを
終了通知をおこなう notifyメソッドを MixiVoiceWriter
に，InputMixiVoiceActivityに updateメソッドを実装す
る．Androidプラットフォームを用いて設計したMixiア
プリケーションのアーキテクチャを図 5に示す．

図 5 Androidプラットフォームを用いて設計したMixi
アプリケーションのアーキテクチャ

3.3.2 iOSプラットフォームを用いたMixiアプリケー
ションのアーキテクチャ設計

iOSプラットフォームを用いてMixiアプリケーション
アーキテクチャの設計をおこなう．Mixiアプリケーショ
ンにおいても，UIViewControllerを用いて Viewの制御
をおこなう．Mixiアプリケーションでは，Mixiにログイ
ンするための画面とつぶやきを入力する画面が必要とな
ることから，UITableViewControllerを継承した Login-
ViewControllerと InputMixiVoiceViewControllerを作成
する．Facebookアプリケーションと同様に，LoginView-
Controllerから InputMixiVoiceViewControllerへの画面
遷移には StoryBoard を用いる．MixiVoiceWriter では
Androidプラットフォームを用いて設計したMixiアプリ
ケーションと同様に実現する．Observerパターンの実現
にはNSNotificationCenterを用いる．iOSプラットフォー
ムを用いて設計したMixiアプリケーションのアーキテク
チャを図 6に示す．

図 6 iOSプラットフォームを用いて設計したMixiアプ
リケーションのアーキテクチャ



4 考察
4.1 Twitterアプリケーションアーキテクチャの比較

MVCにおけるViewについて比較をおこなう．画面のレ
イアウトはAndroid，iOSプラットフォーム共にXMLファ
イルを用いて記述する．XMLで記述したレイアウトに対
して，AndroidプラットフォームではMainActivityから，
iOSプラットフォームではRootViewControllerから表示
するデータの処理をおこなう．このことから，Androidプ
ラットフォームではMainActivity，iOSプラットフォー
ムではRootViewControllerがMVCにおけるViewに対
応すると考える．

Controllerについて比較をおこなう．Androidプラット
フォームではMainActivityが更新ボタンからの入力を受
け取る．iOSプラットフォームでは，RootViewController
が更新ボタンの入力イベントを受け取る．このことから，
AndroidプラットフォームではMainActivity，iOSプラッ
トフォームではRootViewControllerがControllerに対応
すると考える．また，Viewの結果をふまえると，Android
プラットフォームでのMainActivity，iOSプラットフォー
ムでの RootViewControllerが ViewControllerとなると
考える．Modelの要素であるXMLAcquireとXMLParser
は，共に Android・iOS各プラットフォームで同様に実
現することができた．

Observerパターンについて比較をおこなう．Android
プラットフォームでは，Javaを用いて Observerパター
ンを実現した．iOSプラットフォームでは，NSNotifica-
tionCenterを用いて Observerパターンを実現しており，
NSNotificationCenterがObserverとなるオブジェクトを
保持する．Androidプラットフォームでは，XMLParser
がObserverを保持する．Android・iOS各プラットフォー
ムでは，Observerを保持するクラスに違いがあるがアー
キテクチャには影響しないと考える．

4.2 Facebookアプリケーションアーキテクチャの比較
MVCにおけるViewとControllerに関しては，Twitter
アプリケーションと同様に Androidプラットフォームで
の LoginActivity・ShowUserDataActivity，iOSプラット
フォームでのLoginViewController・ShowUserDataView-
ControllerがViewControllerとなると考える．Modelの
要素である JSONAcquireと JSONParser，Observerパ
ターンは Android・iOS各プラットフォームで同様に実
現することができた．
画面遷移の実現について考察する．Androidプラット
フォームでは，Intentを用いて画面遷移を実現した．Intent
オブジェクトに遷移先の画面に対応する Activityを登録
することで，画面遷移が実現可能となる．iOSプラット
フォームでは，画面遷移の実現に Storyboardを用いた．
Storyboard に遷移先の ViewController を設定すること
で，画面遷移を実現する．このことから，Android・iOS
各プラットフォームにおける画面遷移の実現は同様の構
造で実現できると考える．

4.3 Mixiアプリケーションアーキテクチャの比較
MVCにおける Viewと Controllerに関しては，Twit-

ter・Facebookアプリケーションと同様に，Androidプラッ
トフォームでの LoginActivity・InputMixiVoiceActivity，
iOSプラットフォームでの LoginViewController・Input-
MixiVoiceViewControllerが ViewControllerとなると考
える．Modelの要素である MixiVoiceWriter，Modelの
更新通知・画面遷移Android・iOS各プラットフォームで
同様に実現することができた．

4.4 アプリケーションアーキテクチャの共通構造定義
Twitter，Facebook，Mixiのアプリケーションアーキ
テクチャの比較結果を用いて，携帯端末アプリケーション
の共通構造を定義する．各アプリケーションにおいてひ
とつの画面に対してひとつのViewControllerが存在する．
画面遷移を実現する場合，Androidでは Intent，iOSで
は Storyboardを用いている．実現するコンポーネントに
違いはあるが構造は同様であることから DisplayTransi-
tionComponentとする．ViewContorllerとDisplayTran-
sitionComponentの関係は多対一である．Modelの更新
通知も同様の構造で実現できた．以上のことから，携帯
端末アプリケーションの共通構造を図 7に示す．

図 7 携帯端末アプリケーションの共通構造

携帯端末アプリケーションのアーキテクチャを設計す
る際には，図 7に示した共通構造をもとにアプリケーショ
ンの設計をおこない，その後各携帯端末プラットフォー
ムを考慮して詳細設計をおこなうことが可能となると考
える．

5 おわりに
本研究では，Android・iOSプラットフォームを用いて，
アプリケーションアーキテクチャの設計をおこなった．設
計したアプリケーションアーキテクチャを比較すること
で共通構造を明確にした．今後の課題として，複数のア
プリケーションが関連する事例を用いたアーキテクチャ
の比較が挙げられる．
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