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Android アプリケーションのスムーズなインストールを
可能とするスマートダウンローダの開発
Android

TM ＊ 1

端末において，各種アプリケーションの

サービス&ソリューション開発部

本体ではなく，それらをダウンロードするためのダウン

はら み ら い

か と う

原 未來

加藤 剛志

た け し

ローダをプリインストールすることがある．しかしなが
ら，従来のダウンローダの場合，Android の特徴である
アプリケーション間連携ができないなど，利便性が低い
という課題があった．そこで，アプリケーション間連携
を可能とする新たな仕組みをダウンローダに組み込む
ことで，本体アプリケーションのスムーズなダウンロー
ドと利用を促進するソリューションを開発した．

に，ダウンローダでも本体アプリケ

ンのプリインストール方法は大きく

ーションをプリインストールした場

わけて，（a）本体アプリケーショ

Android 端末ではキャリア向けサ

合と同等の動作や操作性を提供する

ン，
（b）ショートカット，
（c）従来

ービスを含め，数多くのアプリケー

スマートダウンローダを開発した．

型のダウンローダ，
（d）今回開発し

ションをプリインストールすること

スマートダウンローダは本体アプ

たスマートダウンローダの 4 種類が

が求められており，端末の空き記憶

リケーションが未インストールの状

ある．各プリインストール方法の比

容量確保や試験コスト削減を目的と

態でも，本体アプリケーションの代

較を表1に示す．

して，アプリケーションの本体では

わりに他アプリケーションからのイ

（a）は，前記 4 種類の中で唯一本

なく，上記本体をダウンロードする

ンテントを受信することができる．

体アプリケーションがプリインスト

ダウンローダをプリインストールす

さらに，受信したインテントを一時

ールされるため，該当アプリケーシ

ることがある．

的に保存しておき，本体アプリケー

ョンを使い始める際に，ダウンロー

しかしながら，ダウンローダのプ

ションのインストールを検知した際

ドおよびインストールが不要であ

リインストールでは，Android OSの

に，上記インテントを本体アプリケ

り，アプリケーションへの導線が最

特徴である，他アプリケーションか

ーションへ送信することで，アプリ

も短い．しかしながら，本体アプリ

ケーション間連携を実現している．

ケーションのプリインストールは，

1. まえがき

＊2

らインテント （起動要求）を受け
て本体アプリケーションが起動する
アプリケーション間連携機能を利用
できず，アプリケーション利用の機
会が損なわれてしまう．
そこで，上記課題を解決するため
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本体の記憶容量を大きく消費する

2. Android端末へのア
プリケーションのプ
リインストール方法

らの更新通知を受け取れない点が大

Android 端末へのアプリケーショ

アプリケーションが提供するすべて

TM＊ 3

点，また，Androidマーケット

か

きな課題となっている．また，本体

TM

＊ 1 Android ：米国 Google Inc.の商標または
登録商標．
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表1
（a）本体アプリケーション

（b）ショートカット

端末の使用容量削減

×

○

○

○

マーケットからの更新通知

△
初回の手動アップデート
が必要

○

○

○

アプリケーション間連携
（インテントへの応答）

○

×

×

○

アプリケーション利用
までのシームレスな導線

◎
ダウンロード不要

×

×

○
インテント引継ぎによる
自動起動

―

・本体アプリインストー
ル後もショートカット
が残る
・ホームスクリーンに配
置する必要がある

―

―

その他の制約

（c）従来のダウンローダ （d）スマートダウンローダ

の機能を事前に試験するための試験

（b）ショートカットのプリインス

と認識され，本体アプリケーション

コストがかかること，端末発売の一

トールは，該当アプリケーションを

のインストール時に上書き消失す

定期間前までに本体アプリケーショ

ダウンロードする Android マーケッ

る．さらに，通常のアプリケーショ

ンが完成している必要があることな

ト内ページへのリンク，または，

ンであるため，ショートカットのよ

ど，端末メーカ，アプリケーション

web サイトへのリンクをホームアプ

うにホーム画面上に配置しておく必

開発ベンダーにとってコストと時間

リケーション上に配置する方法であ

要はない．

が課題となるケースもある．本体ア

る．ショートカットの場合，本体ア

（b）
（c）のプリインストール方法

プリケーションのプリインストール

プリケーションのインストール後も

により，本体アプリケーションをプ

にかかるこれらの課題を解決する代

ショートカットが残るため手動削除

リインストールする際の課題であっ

替案として，従来は，
（b）ショート

する必要がある点，また，ショート

た消費記憶容量の削減などは解決で

カットのプリインストール，
（c）従

カットをホーム画面上に配置する必

きるものの，本体アプリケーション

来型のダウンローダのプリインスト

要がある点が課題となる．

ではないゆえに，他アプリケーショ

ールが行われてきた．
（b）
（c）共に，

（c）従来型のダウンローダは，シ

ンからのインテントを受け取れない

本体アプリケーションよりも必要な

ョートカット同様に Android マーケ

という新たな課題が出てくる．イン

容量が小さく，かつ，Android マー

ットやwebサイトに遷移する機能を

テントとは，アプリケーションを起

ケットから本体アプリケーションを

もつが，実態は通常のアプリケーシ

動するための情報であり，例えば，

ダウンロードすることになるため，

ョンである．また，ダウンローダ

図 1 に示すように「ギャラリー」ア

該当アプリケーションの更新通知を

は，本体アプリケーションと同一の

プリケーションで画像を見ている

受け取ることが可能になる．また，

識別子（証明書とパッケージ名）を

際，気になった画像を共有するため

端末発売直前までに本体アプリケー

もち，本体アプリケーションより必

「共有」ボタンを押すと，画像を扱

ションが完成していればよいため，

ず小さいバージョン番号をもつた

える Twitter

本体アプリケーションの開発期間に

め，Android システムからは，本体

アプリが起動する場面などで利用さ

余裕ができる．

アプリケーションの古いバージョン

れている．インテントを受け取れな

標または登録商標．Android マーケットか
らアプリケーションの更新通知を受け取
るには，そのアプリケーションを Android
マーケットからダウンロードしている必
要がある．

＊ 4 Twitter ：アメリカ合衆国また他国々にお
ける Twitter, Inc.の登録商標．
＊ 5 Facebook ： Facebook, Inc.の商標または
登録商標．

＊ 2 インテント：アプリケーション内の機能
どうしや異なるアプリケーション間でや
りとりするメッセージ，および，その仕
組み．アプリケーションを起動する際に
も利用される．
TM
＊ 3 Android マーケット ： Google, Inc.の商
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くなってしまうことで他アプリケーシ
ョンからの起動が行えなくなってし
まう．また，インテントを受け取れ
ないことに加え，ダウンロード操作

EM

を挟むことによりアプリケーション

Webメール

利用までの導線が切れてしまうとい
う課題もある．
そこで，これらの課題を解決する
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Eメール

SNSアプリ

A

SNSアプリ

B

方法として，新たに（d）スマートダ
ウンローダを開発した．

ミニブログアプリ
インテント
クラウドのストレージ

3. スマートダウンロ
ーダの開発
3.1 スマートダウンローダ
の概要
スマートダウンローダは，従来型

写真のアルバム

ギャラリーアプリから，
他のアプリへ画像を送信する

のダウンローダ同様に，Android マ

画像を扱えるアプリの一覧が表示される

図 1 インテントの一例

ーケットやwebサイトに遷移するア
プリケーションであるが，¸他アプ
リケーションからのインテントに応

り，本体アプリケーションの代わり

用しているため，スマートダウンロ

答する機能，および，¹本体アプリ

に，他アプリケーションからのイン

ーダに画像などのオプション情報が

ケーションのインストール後に，前

テントに応答することが可能であ

渡されていた場合，これらの情報を

記インテントを本体アプリケーショ

る．また，応答して受け取ったイン

本体アプリケーションにそのまま引

ンに引き継いで本体アプリケーショ

テントは，本体アプリケーションを

き継ぐことが可能である．

ンを自動起動する機能をもつ．

起動する際に利用するため，一時的

¸インテントへの応答

に保存される．

ーザ視点の画面遷移として図 2 に示

¹インテントの引継ぎによる自動

す．例えば「ギャラリー」アプリケ

すべての Android アプリケーショ

スマートダウンローダの機能をユ

ンはマニフェストファイルと呼ばれ

起動

ーションで共有ボタンを押した際，

るアプリケーションの定義ファイル

Android OSは，何らかのアプリケ

図 1 で一覧表示されるアプリケーシ

をもっており，この中に，アプリケ

ーションがインストールされた際

ョンに加え，サンプルアプリケーシ

ーションの識別子 となるパッケー

に，インストール完了イベントを発

ョン「Shakes!」のスマートダウンロ

ジ名や，どのようなインテントに応

行する．スマートダウンローダは，

ーダも，共有先の一覧として表示さ

答するかを宣言するインテントフィ

本体アプリケーションがインストー

れている（図2①②）
．
「Shakes!」を

ルターなどの情報が記載されてい

ルされた際の上記インストール完了

共有先として選択すると，

る．スマートダウンローダは，基本

イベントを検知して，本体アプリケ

「Shakes!」本体アプリケーションの

的に，本体アプリケーションと同じ

ーションにインテントを送信し，こ

ダウンロードを促す画面が表示さ

識別子とインテントフィルターをマ

れを起動する．この際，¸で保存し

れ，Android マーケットなどに遷移

ニフェストファイルに記載してお

ておいたインテントを読み出して利

する（図2③④）
．本体アプリケーシ

＊6

＊ 6 アプリケーションの識別子：同一のアプ
リケーションとして認識されるためには，
パッケージ名の他，アプリケーションの
証明書も同じである必要がある．
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ミニブログアプリ
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Shakes!は、あなたにはっとす

Shakes! DL

るような出会いを与えてくれる
アプリケーションです。

クラウドのストレージ

電話をシェイクすると今日の運
勢などを教えてくれます。

●
①ギャラリーアプリから，
他のアプリへ画像を送
信する．

●
②画像を扱えるアプリの
一覧に，本体アプリケ
ーションが未インスト
ールの Shakes!（サン
プルアプリ）も表示さ
れる．

●
③ Shakes! が選択される
と，本体アプリのダウ
ンロードを促す画面が
表示される．

図2

●
④ Android マーケットな
どで，本体アプリをダ
ウンロードする．

●
⑤ インストール完了後，
本体アプリが自動起動
する．スマートダウン
ローダに渡された画像
も，本体アプリに引き
継がれる．

スマートダウンローダの画面遷移

ョンのインストール後は，「ギャラ

意する連携ダウンローダアプリと，

のアプリケーションと連携するため

リー」アプリケーションからの画像

複数の連携ダウンローダから共通し

に，画像などのオプション情報とと

とともに本体アプリケーションが自

て利用されるブリッジランチャーア

もにインテント（起動要求）を発行

動的に起動する（図2⑤）
．

プリから構成される．ブリッジラン

する（図 4 ①）．連携ダウンローダ

チャーが，前述のインテントの保

は，まだインストールされていない

存，本体アプリケーションのインス

本体アプリケーションの代わりに前

トールの検知，および，検知後の本

記インテントに応答する．

3.2 アプリケーションの
構成
上述のようにスマートダウンロー

体アプリケーションへのインテント

インテントに応答した連携ダウン

ダは，従来型のダウンローダと同様

の引渡しを行うことで，インテント

ローダは，ブリッジランチャーにイ

に本体アプリケーションと同一の識

の転送を実現している．図 3 に，連

ンテントの保存を要求し（図 4 ②）
，

別子を保持しているため，本体アプ

携ダウンローダとブリッジランチャ

ブリッジランチャーは，このインテ

リケーションのインストール完了と

ーの構成例を示す．

ントを保存する（図4③）
．
ブリッジランチャーによるインテ

同時に上書き消失することになる．
すなわち，ダウンローダ単体では，

3.3 動作シーケンス

ントの保存後，連携ダウンローダは

本体アプリケーションのインストー

図 4 に示すスマートダウンローダ

ユーザ操作を介して Android マーケ

ル完了の検知や，検知後に，保存し

の動作シーケンスフローを使って，

ットなどから本体アプリケーション

ておいたインテントを本体アプリケ

スマートダウンローダの一連の内部

をダウンロード，および，インスト

ーションに引き継ぐ動作を行えな

的な動作を解説する．

ールする（図4④⑤）
．本体アプリケ

い．そこで，スマートダウンローダ

「ギャラリー」アプリケーション

ーションのインストール完了ととも

は，本体アプリケーションごとに用

などの各種アプリケーションは，他

に，連携ダウンローダは上書き消失
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する．残ったブリッジランチャー
20:32

は，本体アプリケーションのインス

アプリ一覧

トール完了イベントを検知して（図
4⑥）
，保存されたインテントを読み
マップ

ブラウザ

22: 14
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Shakes!

カレンダー

体アプリケーションに転送する（図

「連携ダウンローダ」
・複数ある
・ユーザに見えて起動できるアプリ

EM

マーケット

出し（図4⑦）
，このインテントを本

Uninstaller SNSアプリ A

4⑧）
．前記インテントによって，図
4 ①で連携ダウンローダに渡された

Webメール

画像などのオプション情報ととも
に，本体アプリケーションが起動さ

12

9

3

6

動画アプリ

時刻表

れることになる．以上が，連携ダウ

THU 6
OCTOBER 2011
TALK

TODOアプリ ミニブログアプリ

トーク

ンローダとブリッジランチャーの連

「ブリッジランチャー」
・1 つだけ
・ユーザから見えないアプリ

TV
Program

番組表

携によるスマートダウンローダの基
本的な動作である．
また，図 4 ①において，インテン
トは，ユーザがアプリケーションの
アイコンをタップした際にも発行さ

図 3 連携ダウンローダとブリッジランチャーの構成例

れるが，この場合，画像などのオプ
スマートダウンローダ

各種
アプリケーション

連携ダウンローダ

ブリッジランチャー

Androidマーケット
など

①起動要求（インテント）
●
②インテント保存要求
●
③インテント保存
●
④本体アプリダウンロード要求
●
⑤本体アプリダウンロード
●
インストール（上書き消失）

⑥インストール完了検知
●

本体
アプリケーション
⑦インテント読出
●
●起動要求
⑧
（インテントの転送）

図 4 スマートダウンローダの動作シーケンスフロー
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ション情報が含まれずに自動起動が

ンチャーという 2 つのアプリケーシ

決定しており，13個のアプリケーシ

行われるだけで，基本的なシーケン

ョンが連携してインテントの転送処

ョンがスマートダウンローダを採用

スは前述の内容と同様である．

理を行うことで，従来のダウンロー

している．

ダでは不可能だったアプリケーショ

今後は，各サービス提供者がさら

ン間連携を実現し，ダウンロード型

にスマートダウンローダを採用し

本稿では，Android 端末における

でプリインストールされた各サービ

やすくなるように，開発用パッケー

新たなプリインストールソリューシ

スへ，ユーザをより多く集客するこ

ジの提供などを進めて行く予定で

ョンとしてスマートダウンローダを

とを可能にした．また，ブリッジラ

ある．

解説した．スマートダウンローダ

ンチャーは本稿執筆時点で，2011年

は，連携ダウンローダとブリッジラ

秋冬モデルへのプリインストールが
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