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Android がある．Android は Google が提供する携帯
OS であり，開発者は Android SDK を使い，Java 言語

ムは Gecko しか搭載していない．このように Firefox OS

でアプリケーションを開発することができる．

の実行環境を完全に省いている．

Android では，アプリケーションランタイムとして
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ンの動作はプラットフォームに依存しない．HTML5 の

ほうが，開発者の確保が容易だといえる．

標準化により，これまでネイティブ言語で開発していた

4.2
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Android と Firefox OS，そして Tizen のアーキテク
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Fig.1 アーキテクチャの比較 3)

4) 6)

Fig. 1 から Web アプリケーションの実行環境を見て
みると，従来の携帯 OS と新しい携帯 OS では，Web ア
プリケーションの実行環境が大きく異なっていることが
わかる．
まず，Web アプリケーションを実行し描画するために
は，HTML レンダリングエンジンを利用する必要がある．

Android では，ブラウザアプリは Android ランタイム
内の DalvikVM 上で動作し，そのブラウザアプリから
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