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画面オフ状態におけるバックグラウンドタスク
同時実行による Android 端末の省電力化
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概要：本研究では，Android OS のバックグラウンドタスクの実行タイミングを制御し，複数のバックグ
ラウンドタスクを同時に実行し消費電力を削減するとともに，その同時実行のタイミングを端末間でず
らすことで通信集中につながる可能性のある端末間での大域的な起動集中の回避を行う方法を提案する．
Android OS のバックグラウンドタスクの定期実行のための AlarmManager 管理下の 2 種のタスクの連携
で，意図しない大域的なタスクの同期起動が起こることを同期干渉と呼ぶ．バックグラウンドタスクによ
る CPU，通信機能などの資源利用の内訳を被験者の端末利用ログから求めたところ，待ち時間が大部分を
占めていることが分かった．Android OS において複数のタスクを同時実行することでこの待ち時間を共
用してタスクの実行時間を短縮し，消費電力の削減が可能であることを実験で示した．提案手法を実端末
へ実装し，端末利用ログから導いた平均的なアプリインストール状態において，消費電力と同期干渉発生
回数を測定した．その結果，画面オフ状態の消費電力を 1 日あたり約 40%削減でき，同期干渉発生回数は
約 90%削減できることが分かった．
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Abstract: We propose a background task scheduling method that improves task management in Android
OS; greater energy eﬃciency is achieved by avoiding global synchronization in task invocation. Our method
invokes the tasks on an Android device at the same time, but other devices have diﬀerent invocation times.
We show that Android OS’s task management system “AlarmManager”, gives rise to the phenomenon of
“sync by interference”, which causes unintended global synchronization of task invocations among Android
devices. A review of users’ log data found that task execution time was unnecessarily extended by too much
idle time. Simultaneous task execution reduces energy consumption since total execution time is shortened.
We implement our method on a device running popular applications and evaluate the energy eﬃciency and
the number of sync by interference events. The results show that our proposed method decreases energy
consumption by 40% and “sync by interference” by 90% compared to the original approach.
Keywords: power management, Android, background task, global synchronization
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電池持ち時間の長いフィーチャーフォンに慣れたユーザ
にとっては，多様な利用が可能になったゆえのスマート
フォンの電池持ち時間の短さは不満要因となっている [1]．
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スマートフォンにおいてはユーザがその端末を操作して

させることである．たとえばアラームアプリを実装するた

いない画面オフ状態でアプリケーション（以後，アプリと

めに用いられる．AM は実行時刻や繰返し間隔などの実行

呼ぶ）が独自のタイミングで端末を休止状態から稼動状態

条件に従ってタスクを実行・管理するスケジューラである．

へ遷移（以後，wakeup と呼ぶ）させることが許容される．

開発者は AM が提供するメソッドを使用し，タスクの実行

この画面オフ状態で実行されるアプリの処理部をバックグ

時刻や時間指定タイプなどの実行条件を登録する．AM に

ラウンドタスク（BG タスク）と呼ぶ．BG タスクによっ

よって実行されるタスクは，あらかじめ指定された時刻に

て画面オフ状態で端末が稼動することは，こういった機能

端末を wakeup させ BG タスクを実行する wakeup タスク

のないフィーチャーフォンに比べて，スマートフォンの電

と，自ら端末を wakeup させず，指定された時刻以降で他

池持ち時間が短くなる原因の 1 つである．

の要因で端末が wakeup したときに合わせて BG タスクを

本論文では，Android OS ver.4.2 [2] を対象とし，OS の

実行する non-wakeup タスクがある．本論文では，AM で

BG タスクの実行タイミングを制御し，複数の BG タスク

実行される BG タスクを AM タスクと呼ぶ．

を同時に実行し消費電力を削減する．

2.1.1 時間指定タイプ

さらに，端末間で意図しない BG タスクの起動の同期が

実行時刻を指定する際の時刻形式や，実行時刻において

起こり，端末間で同時にタスクが起動されその無線通信の

端末が休止状態であった際の挙動を指定するために時間指

利用により通信の集中が起こる現象についても述べ，その

定タイプが用意されている．時間指定タイプは以下の 4 つ

対策も議論する．複数端末での BG タスクによる一斉通信

がある．

により通信負荷が集中しネットワーク回線やサーバ処理能

• RTC WAKEUP

力を占有すると，その大量の接続要求によるサービスの応

実行時刻を Real Time Clock（RTC）に基づく実時

答性の悪化や，ひいてはサービス停止・通信障害となる恐

刻で指定する．実行時刻になると端末を休止状態から

れもある [3]．こういった通信集中の原因の 1 つとして考

稼動状態に遷移させタスクを実行する．

えられる BG タスク起動タイミングの集中を扱う．

• RTC

BG タスクは利用者の操作に応答するわけではなく実行

実行時刻を RTC に基づく実時刻で指定する．実行

のタイミングに任意性がある．実行タイミングの制御にお

時刻になっても端末を wakeup させないため，端末が

いては，既存アプリとの互換性とタスク実行の実時間性を

休止状態である場合は実行時刻以降に端末が wakeup

担保し，ユーザやアプリ開発者の立場から影響がないよう

した時点でタスクを実行する．

配慮する．

• ELAPSED REALTIME WAKEUP

本論文の構成は以下のとおりである．2 章で Android OS

実行時刻を端末の電源が入れられた時刻（以下，ブー

における BG タスク実行機構について説明し，意図しない

ト時刻と呼ぶ）からの経過時間で指定する．実行時刻

タスク起動の大域同期の課題を示す．3 章で BG タスクの

に端末を wakeup させ，タスクを実行する．

CPU 使用率や通信量などの特性を一般ユーザの端末利用
ログを用いて算出し，BG タスクによる消費電力の課題を

• ELAPSED REALTIME
実行時刻をブート時刻からの経過時間で指定する．

明らかにする．4 章では，省電力化のための BG タスクの

RTC タイプ同様，実行時刻になっても端末を wakeup

同時実行における制約条件として，通信集中の回避につい

させないため，端末が休止状態である場合は実行時刻

て述べる．5 章では，BG タスクの制御における要件を導

以降に端末が wakeup した時点でタスクを実行する．

き，6 章で既存研究と要件を照らし合わせ本研究の位置づ

本 論 文 で は ，端 末 を wakeup さ せ る 時 間 指 定 タ イ プ

けを明らかにする．7 章では，BG タスクの実行タイミン

（RTC WAKEUP，ELAPSED REALTIME WAKEUP）で

グを制御する手法を設計し提案する．8 章では，提案手法

設定されたタスクを wakeup タスク，wakeup させない時間

を実装し実機を用いた評価結果を示す．9 章でまとめる．

指定タイプ（RTC，ELAPSED REALTIME）で設定され

2. BG タスク管理機構

たタスクを non-wakeup タスクと呼ぶ．この non-wakeup
タスクは端末がすでに wakeup し利用者が操作していると

Android OS の BG タ ス ク 実 行 の 管 理 機 構 に は ，指

きには指定時刻どおりに動作する．端末が休止状態にある

定した時刻にタスクを実行させる定期実行のための

ときには，指定された実行時刻には動作せず，以後で最も

AlarmManager（以後，AM と呼ぶ）機構 [4] とシステムの

早い wakeup 遷移時にその遷移を起こしたタスクなどと同

状態変化に応じたイベント実行のための Broadcast Intent

時に実行される．

（以後，BI と呼ぶ）機構 [5] がある．

2.1.2 メソッド
タスクの実行を AM に登録するために，以下の 3 つのメ

2.1 定期実行機構

ソッドを用いる．

定期実行とは，あらかじめ指定した時刻にタスクを実行
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• set
1 回限りの実行を行う．実行時刻，時間指定タイプ

表 1

BG タスクの資源利用の特性

Table 1 Characteristics of the resource usage of BG task.

を指定する．

• setRepeating
一定間隔での繰返し実行を行う．初回実行時刻と実
行間隔，時間指定タイプを指定する．

• setInexactRepeating
setRepeating メソッドと同様に，一定間隔での繰返
し実行を行うが，できる限り他のタスクと同時に実行
されるよう調整される点が異なる．初回実行時刻と

表 2

BG タスクの平均実行時間

Table 2 Average execution time of BG task.

実行間隔，時間指定タイプを指定する．Android OS
バージョンが 4.0.1 以降の場合では，実行間隔が 15 分
の倍数となるタスクどうしが同時に実行される．

2.2 状態変化に応じた実行機構
状態変化に応じた実行とは，画面の点灯や消灯，バッテ

平均的な CPU 稼動状況とデータ送受信量を明らかにし，一

リ残量，SMS 着信などの端末状態に変化が発生した際に，

般ユーザによる端末利用における BG タスク実行機構ごと

BG タスクを実行させることである．たとえばバッテリ残

の挙動を分析した．分析には検証用の端末を利用する被験

量を画面左上の通知領域に表示するアプリは，残量の変化

者約 50 人から取得した各 BG タスクの実行機構，CPU 稼

時に配送される通知（BI）を BG タスクが受け取ることで

動状況（User，System，Idle，IOWait，IRQ，SOFT IRQ）
，

表示されている値を更新する．このように通知を契機とし

通信量，BG タスク実行開始/終了時刻のログ情報を用いた．

て状態変化を処理する任意のタスクを実行させることが

BG タスクの CPU 稼動状況とデータ送受信量の平均値

できる．状態変化に応じた処理を行うためには，あらかじ

を調査した結果を説明する．被験者の Android 端末から，

めタスクは所望の状態変化を登録し，システムはその状態

画面オフ状態における BG タスクの起動/終了時刻，BG タ

変化をタスクの Broadcast Receiver [5] に対して通知する．

スク動作中の CPU の稼動状況や無線送受信量を端末ログ

通知は複数のタスクへ Intent を送信する BI が用いられる．

データとして 500 ms ごとに取得した．表 1 は全被験者の

BI を発行する際に，端末は wakeup する．したがって BI

AM タスクとシステムイベントのそれぞれで CPU の稼動

発行のための wakeup であっても AM にエントリされた

状況とデータ送受信量の平均値を示したものである．全被

BG タスクの実行契機となりうる．本論文では，BI で実行

験者の AM タスクの平均 CPU 使用率（System と User の

される BG タスクをシステムイベントと呼ぶ．

合計時間の全体に占める割合）は 32%程度であった．言い

3. BG タスクの特性と消費電力効率化の可
能性
BG タスクによる CPU，通信機能などの資源利用の内訳

換えると，AM タスクのアプリ実行時間の約 7 割が実行待
ち時間（Idle，I/O 待ちの合計時間）であることが分かっ
た．システムイベントの場合，CPU 使用率，実行待ち時
間率はほぼ AM タスクと変わらないが，データ送受信をほ

を被験者の端末利用ログから求めたところ，待ち時間が大

とんどともなわず，稼働時間も 0.5 秒と短いことが分かる．

部分を占めていることが分かった．Android OS において

表 2 は AM タスクである wakeup タスクと non-wakeup

複数のタスクを同時実行することでこの待ち時間を共用し

タスク，システムイベントの実行時間を全被験者につい

稼働時間を短縮することで消費電力の削減が可能であるこ

て平均と標準偏差を求めたものである．wakeup タスクと

とを実験で示す．

non-wakeup タスクの実行時間の平均，標準偏差に約 2 秒
程度の差はあるものの，システムイベントの実行時間と比

3.1 BG タスクの資源利用の特性
本節では BG タスクの消費電力の大部分は実行待ち時間

較すると，wakeup タスク，non-wakeup タスクはほぼ同じ
実行時間と見なせることが分かる．

によるものが占めていることを示す．ユーザの端末利用ロ
グによる平均的な BG タスクの特性から実行待ちの時間率
を求めたところ AM タスクの実行時間の約 6 割が実行待ち
時間であった．
一般ユーザの利用実態に沿った値を導出するために，一
般のユーザの Android 端末で実行されている BG タスクの
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3.2 タスク制御による消費電力効率化の検証
Android OS において複数のタスクを同時実行すること
でこの待ち時間を共用し稼働時間を短縮することで消費電
力の削減が可能であることを示す．
本検証のために任意のタイミングで複数の BG タスクを
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表 3 タスク同時実行による実行時間の短縮

Table 3 Simultaneous task execution reduces total execution
time.

図 1 non-wakeup タスクの起動が干渉され同期する

Fig. 1 Non-wakeup task is invoked with wakeup task, which
causes unintended global synchronization of task invocations among Android devices.

起動させるアプリを作成した．起動する BG タスクは，前
記 BG タスクの特性から得られた表 1 とほぼ同様の CPU・

4.1 BG タスクの同期起動による通信集中

無線リソース負荷をかけるものとした．この BG タスクを

AM では BG タスクの実行時刻を API で実時刻で指定

2 つそれぞれ異なるタイミングで実行した場合と同時実行

可能であることから，配慮のないプログラミングや運用に

した場合での実行時間・消費電力・CPU 利用状況・データ

より特定時刻に多くの端末で通信をともなう wakeup タス

送受信を計測し，その変化を確認した．

クが実行されることで，通信集中が発生する可能性があ

実験結果は表 3 のとおりである．同時実行した場合の

る [6], [7]．

実行時間は 1,112 Tick であり，異なるタイミングで実行し

Wakeup タスクと non-wakeup タスクの 2 者の連携によ

た場合の実行時間は 2,216 Tick であることから，それぞれ

り特定時刻において端末間で大域的なタスクの同期起動が

異なるタイミングで実行した場合の約半分の実行時間で完

起こる．この，特定の時刻に実行される wakeup タスクに

了したことが分かる．また，CPU 稼動状況については単

よる端末の稼働状態への遷移によって non-wakeup タスク

体で実行した場合に比べて，実行待ち時間率が約 10%減少

の起動が意図せずその時刻に同期することをタスク間の同

し，CPU 使用率が 10%増加した．このことから，実行待

期干渉と呼ぶ．通信集中の予防には，この同期干渉を回避

ち時間を他の処理で充填できていることと，それによって

することが 1 つの課題である．

実行時間が短縮されていることが確認できた．2 つの BG
タスクを同時実行した場合，消費電力はそれぞれ異なるタ
イミングで実行した場合と比較し，約 54%に削減されてい

4.2 同期干渉による大域同期の発生シナリオ
同期干渉での大域同期による通信集中は特定時刻に実行

た．これは，前節で述べたように，同時実行することで，

するよう設定された wakeup タスクにより端末が稼働状態

BG タスクの実行待ち時間を利用し，実行時間を短縮する

となり，そこで通信を開始する non-wakeup タスクが実行

ことで消費電力を削減できたと考えられる．以上のことか

されることにより発生する．図 1 で説明する．Phone 1 と

ら，BG タスクを同時実行させることで消費電力の削減が

Phone 2 にはアプリ A とアプリ B がインストールされて

可能であることを示した．

いる．アプリ A は毎日 6:00 に端末を wakeup させ，ログ

検証に用いた端末の仕様は以下のとおり，Android OS

データの書き込みなど通信をともなわない処理を行うタス

ver.4.2，Qualcomm 社製シングルコア CPU（クロック

クを持つ．アプリ B は外部との通信をする non-wakeup タ

1 GHz），RAM 512 MB，ROM 1 GB，3G/WiFi 搭載のも

スクを持つ．図 1 のように，アプリ B のタスク実行時刻

のである．通信は 3G 回線で行った．

が Phone 1，Phone 2 においてそれぞれ異なる時刻（5:58，

4. BG タスクによる通信集中回避の課題

5:55）に設定されていたとしても，6:00 直前の時点でアプ
リ B のタスク実行が保留になっていた場合，6:00 にアプ

前章で BG タスクの実行タイミングを制御することで省

リ A によって両方の端末が wakeup してしまうため，アプ

電力化を図る可能性を示したが，任意のタスクを同時実行

リ B のタスクが両方の端末ともに 6:00 に実行される．そ

させられるわけではない．AM 管理下の 2 種のタスクの連

の結果，Phone 1 と Phone 2 で同期した通信が発生する．

携によって，意図しない大域的なタスクの同期起動が起こ

単独で特定時刻に端末を wakeup させ通信を開始するよ

り，通信の集中が発生する．省電力化のための BG タスク

うなアプリの問題は開発段階で予見可能であるが，アプリ

の同時実行における制約条件としての通信集中の回避につ

A は通信をしないためその開発者は時刻指定に注意を払わ

いて述べる．

ず正時 00 分などが指定されることがある．アプリ B の開
発者はアプリ B が定時実行されることを意図しておらず開
発段階で同期干渉の問題を予測することは困難である．
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5. 制御手法の要件
BG タスクの実行タイミングを制御し消費電力を削減す

表 4 AM における API 時間指定タイプと BG 時における実時間
制約

Table 4 Time setting type of AM API and each limitation of
execution.

るうえで，3 つの要件を定義する．

1.

通信集中予防のためのタスク起動の集中の回避

2.

既存アプリの再設計の回避

3.

アプリの実時間性の確保
要件 1 は，前記のように通信集中によって起こるネット

ワークやサーバ負荷を削減するためである．要件 2 は，開
発者の負担や開発工数，費用の点で多くの既存アプリを個
別に修正することは現実的ではないためである．Android
アプリは 2013 年 4 月時点で約 60 万あり [2]，すべてのアプ
リの検証・改修を行うことは難しい．要件 3 は，アプリの
価値を保つためである．BG タスクは利用者の操作に応答
するわけではなく実行のタイミングに任意性があるものの，
目覚まし時計やリマインダアプリ，サーバとのセッション
保持（KeepAlive）を行うタスクなど実時間性が必要なも
のは，実行時刻や実行間隔が変更されると価値を失う．

6. 関連研究/関連技術
前章であげた要件の観点から関連研究を整理する．
消費電力の削減
タスクキラーアプリ [8] や SHARP 社のエコ技 [9] では，

消費電力の削減と通信集中の回避

Android の AM が提供する API には，一定間隔での繰
返しタスクの起動に対して，開始タイミングを正確に指定
できる API（SetRepeat）に加えて，開始タイミングをシ
ステムが調整する SetInexactRepeating という API が提供
されている．この API を使うタスクが複数ある場合には
これらを同時実行することで消費電力削減が可能である．
さらに端末間では起動が分散するようにシステム起動時刻

BG タスクの実行を停止することで消費電力を低減させる

を基にタイミングを決めている．しかしながら市場にすで

が，動作の抑止の結果，開発者が意図したアプリの実行

にある non-wakeup タスクを利用するアプリが原因となる

時刻は守られず，要件 3 を満たさない．Calder ら [10] や

課題の解決には本 API の利用はアプリの再設計が必要と

Kononen らの研究 [11] で，タスクの実行タイミングをず

なり要件 2 を満たさない．

らし，複数タスクを同時に実行することによる省電力化と

開発者の認識向上の取り組み

その有効性が示された．しかし，端末間の通信タイミング

アプリ開発者に向けてアプリ設計に必要な情報をガイド

とアプリの実時間制約に配慮されていないことから，要件

ライン文書などによって示すことで，今後作成されるアプ

1，3 を満たしていない．

リが通信集中の課題や省電力化などについて考慮されたも

Android 以外の代表的なモバイル OS である，iOS [12]

のにしてゆく取り組みがある [17], [18], [19], [20], [21]．要

や Windows Phone [13] においては BG タスクの起動の指

件 2 の観点から本研究では扱わないが，我々の提案でも

定や利用に制約を設けることで本研究で取り上げた問題は

wakeup タスク自体による通信の可否については開発者の

起こりにくくなっている．iOS は，VoIP や音楽再生など

判断に委ねており，開発者の知識向上は重要である．

特定のアプリカテゴリのものしか画面オフ状態では実行で

まとめ

きない．Windows Phone は BG タスクの使用するリソー

既存研究に我々の要件をすべて満たすものはない．本研

スを管理し制約するためタスクの起動時刻の遅延や未実行

究では，Calder ら [10] の複数タスクの同時実行による省電

が起こることをあらかじめ許している．本研究は自由度の

力化の考え方を基本とし起動タイミングの集中抑止とアプ

高い Android OS の特性をふまえて開発者の意図の反映を

リの実時間性の制約に配慮したタスク制御方式を検討する．

要件としている．
通信集中の回避
山本らの研究 [14] のようにタスク実行は時間どおり行う
が，通信については複数まとめて同じタイミングで行うこ

7. BG タスク管理機構の課題と BG タスク制
御手法の提案
Android OS の BG タスクによる消費電力の低減と，通

とで省電力化と通信集中の回避を狙うものもある [15], [16]．

信集中につながる可能性のあるタスク起動の大域集中の回

しかし，通信タイミングが遅延することによるアプリ開発

避のために，BG タスク実行においてタイミングに任意性

者の意図との齟齬やアプリ自体への不具合が考えられるた

のある non-wakeup タスクを，システムがタイミングを決

め，要件 3 を満たさない．

定する Inexact 型 wakeup タスクのみと同時実行させる手
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法を提案する．
まず AM が提供する API の実時間性を整理し，同期干渉

の同時実行対象として Exact 型 wakeup タスクを排除する
こととする．

の排除のために Inexact 型 wakeup タスクに着目する．さ
らに，non-wakeup タスクのもう 1 つの起動契機であるシ

7.3 Non-wakeup タスクの同時実行での消費電力の削減

ステムイベント（BI）は同時実行対象としない方が消費電

本節では，以下の流れで non-wakeup タスクのシステム

力削減に有利であることを示し，前記方式を導く．最後に

イベントとの同時実行を避け，wakeup タスクとのみ同時

提案方式が 5 章の要件を満たすことを述べる．

実行させることが消費電力の削減のために望ましいことを
示す．まず，電力モデル式とユーザ調査の結果を用いて同

7.1 AlarmManager が提供する API の実時間性の整理

時実行による消費電力削減効果を示し，実機での電力測定

アプリの挙動になるべく影響を与えないように BG タス

による検証を行う．さらに一般ユーザの実利用状況におい

クの起動タイミングを制御するには，AlarmManager が提

て，避けるべき non-wakeup タスクのシステムイベントと

供する API の実時間性を理解しアプリ開発者の API の使

の同時実行が一定回数存在することで改善機会があること

用の意図に沿って制御する必要がある．AM で管理される

を示す．

BG タスクの振舞いを，2.1.1 項の時間指定タイプと API

モデル式を用いて，non-wakeup タスクとシステムイベ

の意味論に基づき，実時間制約の観点から以下 3 つに分類

ントとが同時実行することで，wakeup タスクと同時実行

する．

されるよりも消費電力を削減できることを示す．2 章で述

• 時間厳守タスク（Exact 型 wakeup タスク）
実行時刻がある時刻でなければならない BG タスク

べたとおり，non-wakeup タスクは端末が休止状態である
場合は指定された実行時刻以降に端末が wakeup した時点

である．目覚まし時計やリマインダアプリのように，

でタスクを実行する．したがって，non-wakeup（N ）タス

特定時刻で動作しなければ価値を失う BG タスクがこ

クは wakeup（W ）タスクかシステムイベント（BI ）のい

れにあたる．

ずれかと同時実行される．まず，これら 3 つを同時実行せ

• 間隔厳守タスク（Inexact 型 wakeup タスク）

ず個別に起動させた場合の消費電力量 [Wh] を以下に示す．

実行時刻は実時間でなくてもよいが実行間隔を守ら

ここで Poﬀ は CPU などの資源利用率が 0 である実行待ち

なければならないタスクである．KeepAlive メッセー

時間に消費する電力に相当する，オフセットの電力，Pc は

ジのやりとりやデータロギングなど一定の実行間隔の順

負荷や利用度で変動する電力の，それぞれタスク実行あた

守が必要な BG タスクがこれにあたる．そのようなタ

りの平均値，t{N,W,BI} はそれぞれ non-wakeup（N ）タス

スクの実装には AM が提供する SetInexactRepeating

ク，wakeup（W ）タスク，システムイベント（BI ）の平

API が利用可能である．この API では与えられた繰

均実行時間である．

返しの起動間隔を維持しつつ，初回のタスク実行時刻

i


はシステムが選択する．

• 実時間性のないタスク（non-wakeup タスク）
実行時刻や実行間隔への制約がないか緩い BG タス

ti (Poﬀ + Pc )

{BI,W,N }

次に省電力化において望ましい同時実行を行った場合の

クである．たとえば，少なくとも 1 日に 1 回サーバと

消費電力量を示す．wakeup（W ）タスクとシステムイベン

データ更新ができればよいという BG タスクはこれに

ト（BI ）はタイミングが変更できないため，non-wakeup

あたる．non-wakeup タスクは画面 OFF 状態において

（N ）タスクをどちらかに重ねて同時実行させる．同時実

実行タイミングを開発者が正確に指定できないため，

行においてオフセット部分は共用される．3.1 節の結果を

このカテゴリに入る．

ふまえ，同時実行における実行時間は 2 つのタスクの実行
時間の大きな方となり，資源の利用率はそれぞれの合計と

7.2 同期干渉による大域同期の回避
現行 AM では non-wakeup タスクは wakeup タスクと，
システムイベント（BI）の両方を契機として起動され，そ
れぞれのタスクと同時実行が行われる．同期干渉によるタ

なるものとすると，消費する電力は以下で与えられる．


i

max(tBI , tN ) + tW
Pc
ti + Poﬀ min
max(tW , tN ) + tBI
{BI,W,N }

スク起動の大域同期は開発者が任意に時刻を正確に指定す

ここで，ユーザ調査により得られたデータを用いた前記

る Exact 型 wakeup タスクと non-wakeup タスクの同時実

実験結果の表 2 より，non-wakeup タスクの平均実行時間

行によって発生する．残った Inexact 型 wakeup タスクは

7.8 [s] と比べシステムイベントの平均実行時間 0.5 [s] は約

システムが起動時刻を任意の時刻に設定するため端末間で
同期せず同期干渉による大域同期が発生しない．そこで同

1/16 程度であり，wakeup タスクの平均実行時間 9.2 [s] を
考えると，tW ∼
= tN > tBI であるため，non-wakeup（N ）

期干渉による大域同期の回避のために non-wakeup タスク

タスクは wakeup（W ）タスクとのみ同時実行した方が有
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図 3

BG タスク機構ごとの内訳

Fig. 3 Breakdown of BG task each mechanism of execution
time and the number of wakeup times.

同時実行されたことによる電力削減効果は見られない．
最後に，避けるべき non-wakeup タスクのシステムイベ
ント（BI ）との同時実行が実利用状況において存在するこ
とから改善の機会があることを示す．
図 2 異なるタイミングで実行した場合と同時実行した場合の計測
条件

Fig. 2 Measurement conditions in the case of simultaneous
task execution and separate task execution.
表 5 non-wakeup タスクの同時実行における動作特性

Table 5 The characteristics of the concurrent execution of nonwakeup task.

BG タ ス ク の 実 行 パ タ ー ン を 次 の 4 つ に 分 類 し た ．

1 wakeup タスクの単体実行か wakeup タスクどうしの
2 non-wakeup タスクと wakeup タスクの同時
同時実行，
3 システムイベントと non-wakeup タスクの同時実
実行，
4 システムイベントのみ実行である．端末利用ログか
行，
ら得られたインストール率上位 20 個のアプリ（以後，代表
アプリと呼ぶ）を導入した端末を用意し，ユーザの端末利
用状況に近い環境を再現した．端末は 3.2 節と同じものを
使用した．この端末を 24 時間放置し，端末利用ログから
前記の実行パターンのどれにあてはまるかを分析した．結
果を図 3 に示す．24 時間のタスク実行パターンのうち約

3 システムイベントと同時実行された non-wakeup
20%が 
タスクによるものであった（図 3 の左円グラフ）．システ
利である．望ましい同時実行を行った場合の消費電力量は

ムイベントと同時実行された non-wakeup タスクの実行時

以下のとおりとなる．

間は，画面オフ中のタスク実行時間全体のうち約 25%を占

Pc

i


めていた（図 3 の右円グラフ）．まとめると，ユーザの利

ti + Poﬀ (max(tW , tN ) + tBI )

{BI,W,N }

したがって，non-wakeup タスクは wakeup タスクとの

用状況において，non-wakeup タスクのシステムイベント
との同時実行が起こっており，この実行パターンを除くこ
とでタスクの実行時間を短縮する余地がある．

み同時実行された方が共用できるオフセット電力の点で有
利であり，端末の消費電力を削減できる可能性がある．
実機での測定による検証を行った．図 2 に示すように，

non-wakeup タスクを wakeup タスクあるいはシステムイ
ベント（BI ）と同時実行された場合と異なるタイミング
で実行された場合で電力を測定した．結果を表 5 に示す．

7.4 BG タスク制御手法
本 7 章冒頭で示した提案方式を導き，我々の提案は 5 章
で掲げた要件をすべて満たすことを述べる．

Android OS の AM の制御手法（従来手法とする）では，
システムイベント，Exact，Inexact のそれぞれの wakeup

Non-wakeup タスクが wakeup タスクと同時実行された場

契機で non-wakeup タスクを同時実行させている．我々の

合の実行時間は 3.2 節の結果と同様，約半分の実行時間で

手法では 7.2 節の結論から通信集中の原因の 1 つである同

完了し CPU 使用率が 10%増加した．

期干渉を回避するために Exact 型 wakeup タスクとの同時

一方，システムイベントと同時実行された場合，異なる

実行を禁止する．さらに 7.3 節の結論から稼働時間の短縮

タイミングで実行された場合との消費電力には差がなく，

のためにシステムイベント（BI ）との同時実行を避ける．
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表 6 従来手法と提案手法の比較と期待される効果

Table 6 Comparison of the eﬀectiveness of the proposed
method with the conventional method.

残った Inexact 型 wakeup タスクのみと同時実行を行う．
以上を表 6 で従来手法と提案手法の比較と期待される効
果としてまとめる．

5 章で定めた要件について議論する．前記のように特定
時刻実行タスクとの同時実行を避けることで，同期干渉に
よる起動集中を回避可能であるため要件 1 と適合する．要

図 4 従来手法と提案手法の BG タスクの挙動比較

Fig. 4 Comparison of behavior the proposed method with the
previous method.

件 2 については，本提案は既存の AM の API をまったく
変更せず挙動のみの変更であり従来のアプリはそのまま本
提案の利点を享受できるため満たしている．要件 3 につい
ては，既存 API の意味論の整理に基づき画面オフ状態にお
いて non-wakeup タスクは実時間性制約のないことから動
作タイミングの変更を行っても意味論には影響を与えない
ことが確認できたため満たしている．

8. 実装と評価
提案手法を実端末へ実装し，端末利用ログから導いた平
均的なアプリインストール状態とほぼ同等となるアプリ環
境において，消費電力と同期干渉発生回数を測定した．そ
の結果，画面オフ状態の消費電力を 1 日あたり約 40%削減
でき，wakeup タスクとの同期干渉発生回数は約 90%削減
できることが分かった．

8.1 実装
提案手法の AOSP 版 Android r4.2.1 への実装について

図 5

提案手法評価結果

Fig. 5 Evaluation of our proposed method.

述べる．AlarmManager の non-wakeup タスクの起動に関
する挙動を変更する．non-wakeup タスクが AM で起動

スクの実行時刻は端末のブート時刻を基準として決定さ

を予約されたとする．何らかの契機で端末が wakeup し

れるため，端末間で異なるタイミングとなる．したがって

た際に，その起動時刻を経過していた場合，AM は予約

non-wakeup タスクの実行タイミングが端末間で分散され

された non-wakeup タスクを実行する．本手法において

るため，7.2 節で述べた特定時刻のタスク集中を回避する

は，この起動時刻が経過したことを検知した時点で，どの

ことが期待できる．

BG タスク実行機構による wakeup かを判断する．AM の
SetInexactRepeating（SIR）による wakeup でのみ，予約

8.2 電力削減効果の評価

された non-wakeup タスクを起動するよう改良した．本実

8.2.1 実験環境

装によるコードの追加，修正行数は約 200 行であった．

無変更の OS と提案手法を実装した OS を，それぞれ 3 章

図 4 を用いて提案手法の挙動を説明する．non-wakeup

の実験で用いた端末と同等の試験端末に導入した．端末利

タスク（緑色矢印）を Inexact 型 wakeup タスク（青色矢

用ログから明らかになった代表アプリと同じ挙動（実行タ

印，Android の API では SIR）とのみ同時実行させる．シ

イミング，CPU 稼動状況，データ送受信量）を行うアプ

ステムイベント（紫色矢印）との同時実行を避けることで

リ 20 個を作成し，提案手法を搭載した端末と無変更の端

実行待ち時間を共通利用でき，タスクの実行時間（黄色四

末（標準端末）にそれぞれインストールした．この両端末

角）の削減が可能である．さらに，Inexact 型 wakeup タ

を 3 章の計測と同様，端末とバッテリを接続する端子部に
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した 0.3 回は，偶然 Exact タスクと Inexact タスクの実行
時刻が重なり，non-wakeup タスクが Exact タスクと同時
実行されたことによるものである．Inexact タスクは端末
ごとに異なる時刻で実行されるため，同期干渉が発生した
としても大域的なタスクの起動集中は発生しない．8.2 節
で使用した代表的なアプリがインストールされている端末
は，被験者全体のうち，40%であった．したがって，同様
のアプリ利用が想定される日本国内の Android 端末の同割
合において，同期干渉発生回数を 90%削減できると考えら
図 6

経過時間と電力消費

れる．

Fig. 6 Time-series of power consumption.

8.4 考察
電流測定器と安定化電源を接続し，画面オフ状態で 3 時間

提案手法を適用した端末の方が標準端末よりも消費電力

放置する実験をそれぞれ 4 回行った．また，タスク実行時

が削減できた要因は，3 章の結果のように AM タスクどう

間の合計を計測するために，3 章で用いた端末利用ログを

しを同時実行させたことによるタスク実行時間の短縮によ

取得するアプリもインストールし，24 時間放置した．

るものだと考えられる．提案手法では，non-wakeup タス

8.2.2 電力削減効果の評価結果

クと wakeup タスクを同時実行させることで，図 3 のシス

提案手法を実装した端末の計測期間中の平均電力は

0.039 W であったのに対し，標準端末では 0.067 W であっ

テムイベント（BI）による non-wakeup タスクの実行時間
が短縮の対象となる．

た．したがって，標準端末に比べ，提案手法を搭載した端

7.4 節で述べたとおり，本手法は，既存研究 [10] とは異

末は画面オフ中の消費電力を約 40%削減できたことが分か

なり，アプリの実時間性の確保と，既存アプリの再設計を

る．図 6 は提案手法を搭載した端末と標準端末のそれぞ

回避の要件を満たしている．したがって，スマートフォン

れで 50 ms ごとに 10 分間電力を記録し，グラフ化したも

の利用者，アプリ開発者のどちらの視点からも特段の影響

のである．提案手法を搭載した端末（赤色）の方が，標準

がないまま，消費電力を削減できる方式だといえる．また，

端末（青色）より消費電力の立ち上がりが少ないことから

4 章で述べた Android OS 特有の BG タスクの同期干渉に

BG タスクによる消費電力が小さいことが分かる．また，

よるタスクの起動集中も排除できた．画面 OFF 期間にお

提案手法を実装した端末の 1 日あたりのタスク実行時間の

いて端末から開始される通信は，起動した BG タスクによ

合計は，35 分であったのに対し，標準端末の場合は 59 分

り発生すると考えられるため，提案手法は通信集中の予防

であった．したがって，画面オフ期間のタスク実行時間を

に配慮した方式だといえる．

約 40%削減できた．

8.3 同期干渉発生回数削減効果の評価
8.3.1 実験環境
8.2 節で使用した提案手法を実装した端末 1 台と，標準

9. おわりに
Android OS の BG タスクの実行タイミングを制御し，
複数の BG タスクを同時に実行し消費電力を削減するとと
もに，その同時実行のタイミングを端末間でずらすことで，

端末 1 台を使用し，画面オフ状態で 12 時間放置し，同期

通信集中につながる可能性のある端末間での大域的な起動

干渉の発生回数を測定した．代表的なアプリ 20 個のう

集中の回避を行う方法を提案した．Android OS の BG タ

ち，14 個が Exact タスク，2 個が Inexact タスク，4 個が

スク実行の定期実行のための AlarmManager 管理下の 2 種

non-wakeup タスクであった．同期干渉の発生有無を調査

のタスクの連携で，意図しない大域的なタスクの同期起動

するために，タスク名とそのタスクが実行された時刻を表

が起こることを指摘し同期干渉と呼んだ．BG タスクによ

す端末ログ情報を取得するアプリを作成し，両端末にイン

る CPU，通信機能などの資源利用の内訳を被験者の端末

ストールした．

利用ログから求めたところ，待ち時間が大部分を占めてい

8.3.2 同期干渉発生回数削減効果の評価結果

ることが分かった．Android OS において複数のタスクを

提案手法を実装した端末において，Exact タスクと non-

同時実行することでこの待ち時間を共用し稼働時間を短縮

wakeup タスクの同期干渉発生回数は 1 時間あたり 0.3 回

することで消費電力の削減が可能であることを実験で示し

であったのに対し，標準端末の場合は 3.5 回であった．し

た．提案手法を評価端末へ実装し，端末利用ログから導い

たがって，標準端末に比べ，提案手法を搭載した端末は画

た平均的なアプリインストール状態とほぼ同等となるアプ

面オフ中の同期干渉発生回数を約 90%削減できることが分

リ環境において，消費電力と同期干渉発生回数を測定した．

かった．提案手法を適用した端末において同期干渉が発生

その結果，画面オフ状態の消費電力を 1 日あたり約 40%削
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減でき，wakeup タスクとの同期干渉発生回数は約 90%削
減できることが分かった．本研究は，Calder ら [10] の複数
タスクの同時実行による省電力化の考え方をふまえたうえ

[15]

で，起動時刻の集中抑止とアプリの実時間性の制約に配慮
したタスク制御方式の提案である．
今後はさらなる最適なスケジューリング手法の検討を進

[16]

める．本研究では BG タスクの動作タイミングの制御に着
目しているが，通信タイミングの重畳という観点ではベー
スバンドチップ部分の消費電力削減効果 [14], [15], [16] も

[17]

検討したい．センサなど多くの機能コンポーネントが稼働
する状況に備えて高度な電力モデル [22], [23], [24], [25] の
導入を検討したい．

[18]
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