GoldFish: JavaScript と Android NFC による実世界 GUI フレームワーク
橋 本 翔†

増

井 俊

之††

本論文では Android 携帯電話と NFC リーダーを用いて実世界 GUI を実装するための JavaScript
フレームワークを提案する。NFC リーダーと加速度センサーを使うと、ユーザーはディスプレイと
マウスでのメニューやスクロールバーのような様々な操作を NFC タグで行える。全てのプログラム
は Web 上に配置された JavaScript で実装され、ユーザーは Android 携帯電話にたくさんのプログ
ラムをインストールする必要なく、それらを利用できる。

GoldFish: Real-world GUI Framework using JavaScript and Android NFC
Sho Hashimoto† and Toshiyuki Masui††
We introduce a JavaScript framework for developing “Real-World GUI” using an Android
phone equipped with an NFC reader. Using the NFC reader and motion sensors at the same
time, users can control various parameters by moving the phone on NFC tags, just like using
a mouse for controling menus and scroll bars on a computer display. All the control programs
are written in JavaScript and put on the Web as JavaScript programs, and users do not have
to install different programs on their Android phones.
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それぞれ個別のアプリケーションを起動させる事が
できる。GoldFish 上でのアプリケーションは通常の

Android アプリケーションの様に Java と XML で
実装して個々の端末にインストールするのではなく、

JavaScript と HTML で実装して Web 上に公開し、
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GoldFish の Web サイトにその URL と NFC タグの
組み合わせを登録する事で各 Android 端末から呼び出
される。一般にプログラミングというものは初心者に
は敷居が高く、ましてや実世界を操作する電子回路や
機器と連動したプログラムを書く事などは初心者には
難しいが、プログラミング初心者に GoldFish を使わ
せたところ半日で研究室の電子錠ドアをジェスチャー
入力で開閉するシステムが実装できた。

GoldFish は ubif.org5) で公開されており、ソース
コードは github で公開されている。7)
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図 3 GoldFish ドアのしくみ

を受信するとドアの鍵を回して開け、5 秒後に閉める。
筆者らは日常的にこの仕組みを使っている。

3.2 マ ウ ス

GoldFish の UDP/IP 関数を用いて、空中で操作す
るマウスとトラックパッドを実装した。机に NFC タ
グを貼り付けておき、その上に Android 端末を乗せる
図 2 NFC タグ登録画面 http://ubif.org/goldfish/tag
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3. その他の GoldFish アプリケーションの例
前章の実世界コピペの他にも、いくつか GoldFish
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3.3 写 真 立 て
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から取得した動物の写真がスライドショーとして表示さ
れるアプリケーションを実装した。実装には Flickr の
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バーは Phidgets サーボモーターと Ruby の Sinatra
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