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携帯電話

･音声通話

･電話番号簿

PDA

●スケジュール

･住所銀

･蓄積メールの読み書き

･蓄積情報の再生
＼＼

) -

と海中鴬

"sH-GlOOO”

わが国と同様に米国でも,いつでも,どこでも会話

できる携帯電話はビジネスにおける必携機器である｡

米国では,ビジネス用途を中心にモバイルデータ通

信のニーズが高く,近年,携帯電話通信キャリヤによ

る高速データサービスが,全米を網羅するレベルで整

備されてきている｡

このような状況の下で,日立製作所は,ユビキタス

情報時代のモバイルビジネスのニーズに対応する携

帯情報機器として,携帯電話機能と高速データ通信

機能を兼ね備えたPDA"SH-GlOOO”を製品化した｡

ぎ
はじめに

最近のビジネスでは,情報の重要性がますます高まり,中

でも情報の質と即時性が直接ビジネスの成果に影響するよう

になってきている｡

モバイルビジネス用途

･メールの送受信

･インスタントメッセージ

･社内共用情報の参照
(スケジュール,住所録

業務用途

･社内共用情報の参照

･オンライン情報の送付

パーソナル用途

･メwルの送受信

･インスタントメッセージ

･情報配信サービスの参

･写真の送受信,共有

†コンテンツ再生

携帯電話内蔵のPDA"SH-

GlOOO''の主な機能

"SH-GlOOO”では.北米のCDMA

(CodeDivisionMultipleAccess)携

帯電話網が提供するリアルタイムでの

データ通信･音声通話の機能と,PDA

の持つリッチな情報処玉里能力を融合さ

せることにより,いつでも,どこでもメー

ルにアクセスしたり,情報サービスを受

けたりすることができる｡

注:略語説明

PDA(PersonalDigitalAssistant)

SH-GlOOOは,ビジネスに必須の機能であるeメー

ルやPIM(Personal】nformationManager),ウェブ

アクセス機能を搭載し,携帯電話としても使うことがで

きるPDA電話である｡メールの作成･返信をいっそう使

いやすくするために,PPC(Pocket PC)-OS搭載の

PDAとしては初めて,QWERTY配列キーボードを内蔵

した｡また,ディジタルカメラを搭載し,ビジュアルコミュ

ニケーション時代のニーズにもこたえている｡デザイン

では,先進的でアグレッシブなコンセプトに基づいて,

使い勝手のよさを強調している｡

各種のビジネスの中で最も活用されているツールが,電話,

eメール,およびウェブアクセスである｡これらのツールで交換

されている情報は,会話のほか,メール文書やメールに添付

されているパソコンドキュメント類などであり,質の高い情報の

代表例としては画像がある｡

モバイル情報アクセスに利用される代表的機器がノートパ
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ソコンとPDA(PersonalDigitalAssistant)であり,無線

LANの内蔵や通信カードなどのサポートで,モバイル化が拡

大している｡一■方,モバイル機器でのデータ利用の拡大に合

わせて,米国の携帯電話業界では,音声通話サービスから

高速データ通信も可能な通信基盤への拡張が進んでいる｡

2002年からは,SprintPCS社,Verizon祉などのCDMA

(CodeDivisionMultipleAccess二符号分割多元接続)キャ

リヤは最高144kビット/sで,また,T-Mobile社などのGSM

(GlobalSystem for Mobile Communications)キャリヤは

最高56kビット/sで,データ転送が可能なサービスの提供をそ

れぞれ始めている｡

これらの携帯電話系通信サービスは米国のほとんどのエリ

アを網羅している基盤であり,音声通話も同時に提供できる

ため,｢いつでも,どこでも+というエビキタス情報社会で活用

できる通信基盤として考えた場合,他の無線LANなどの方

式に比べて優れている｡

日立製作所は,SprintPCS社のCDMA高速データ通信

基盤の整備状況に合わせて,これに対応する携帯電話内蔵

のPDA``sH-GlOOO''を開発し,納入を開始した｡

ここでは,`●SH-GlOOO''の開発コンセプトと,ネットワーク応

用機能について述べる｡

2
SH-GlOOOの開発コンセプト

日立製作所は,2002年から携帯電話"P300”をSprintPCS

社に提供し,米国のディジタル携帯電話市場に参入した｡そ

の後,エビキタス用途の機器としてビジネス向け携帯電話内

蔵のPDAを提案し,開発に着手した｡

製品コンセプトは,リアルタイムでの高速データ通信機能と

PDAの持つ情報処理能力を融合した電話機能携帯情報機

器とし,特に,携帯電訪としてきちっと使える操作性の維持と

メール人力の容易性を重視した｡

このPDA用OS(Operating System)には,既存のパソコ

ンとの連携とソフトウェア開発性にも優れている,Microsoft社

がCDMAネットワーク向けに開発した"Pocket PC Phone

Edition”をベースとして採用した｡

PDAでのeメール使用時には,これまでソフトウェアキー

ボードか手書き文字認識での人力が･･般的であったが,

"SH-GlOOO”では,QWERTY配列のキーボードを搭載する

ことによって文字入力効率を向上させた｡

画像機能では,SprintPCS社の"Picture Mail”抑サービ

スと連携させるために,ネットワーク経由で共用できる機能を

付加した｡さらに,同社の``PCS Business Connection''抑

※1)PictureMailとPCSBusinessConnectionは,米国SprintPCS

社のサービスマークである｡

52rl帖評点2003･11

サービスと連携し,ネットワーク経由で社内データベースにア

クセスできる機能も搭載した｡

なお,この開発では,Microsoft社およびSprintPCS社と仕

様についての協議を行い,R立製作所独自のインタフェース

を追加することにより,使い勝手の面で改良を図った｡

題
SH-GlOOOの機能と特徴

3.1CDMA,キーボードおよびカメラを内蔵

SH-GlOOOでは,高機能PDAにCDMA通話･通信,キー

ボード,およびカメラをシームレスに統合することにより,1台で

ビジネスに対応できる機能をポケットサイズで実現している(図

1,表1参照)｡

通信機能では,CDMAlx規格に対応し,通話機能に加

えて高速データ通信機能をサポートしている｡これにより,

PDAとの連携による多彩な発信機能や,ネットワークに接続し

たさまざまな応用機能を持つことになる｡

輔
礪

珊
Q

図1SH-GlOOO本体とクレードル(スタンド形の拡張機器)
表示部と操作部を明確に分けた色彩構成としている｡QWERTY配列のキーボー

ドにより,操作性を向上させた｡

表1SH-GlOOOの主な仕様

PocketPC2002PhoneEditionの上にキーボードと回転力メラを搭載した｡

項 目 仕 様

無線通信機能 CDMAIx方式(通話,データ通信)

OS PocketPC2002PhoneEdition

表 示
半透過型TFT液晶,240×320,

3.5型,6万5,000色

カメラ(解像度) 回転力メラ(640×480/320×240/160×120)

入力装置
キーボード,キーロック.

ジョブダイヤル,気配りスイッチほか

ソフトウェア
ボイスダイヤル,インターネットブラウザ,

メーラーほか

メモリカード SD/MMCカードスロット

注:略語説明 TFT(Thin-FilmTransistor)

SD/MMC(SecureDigital/MultimediaCard)
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(a)

回転可能なカメラでは,VGA(Video Graphics Array)

(640×480ドット)の高解像度に対応し,4倍ズームもサポート

する｡また,撮影するだけでなく,アドレス帳にはり付けたり,

インターネット上にアップロードして家族や友人と共有すること

ができる｡

キーボードを内蔵することにより,ビジネスで欠かせない,す

ばやいメール作成をサポートすることができる｡

SH-GlOOOの小型で操作性の高いキーボードは,メールだ

けでなく,文書作成やインスタントメッセンジャーなどにも威力を

発揮する｡

これまでのPDAでは,ソフトウェアキーボードや手書き文字

認識機能が搭載されており,これらが携帯機器の限られた画

面上の多くの領域を占有していた｡しかし,SH-GlOOOでは,

キーボードを内蔵することにより,入力の高速化だけでなく,

広い視野による視認性の改善が図られるので,文章がいっそ

う読みやすくなる(図2参照)｡

3.2 デザイン

本体のデザインは,次世代PDAにふさわしく,先進的でア

グレッシブなものとした｡黒とシルバーという色彩構成は,全体

を引き締めた印象にするとともに,表示部とキーボード部を明

確に分けて,操作部が複雑に見えないようにくふうしている｡

また,緩やかなカーブを持つ本体は,保持しやすく,ジョグダ

イヤルの操作が自然にできるように配慮している｡

PDA本体とパソコンを同期させるクレードルのデザインも,

次世代PDAにふさわしいものとした｡これまで,本体とクレー

ドルの間は,クレードルに設けたガイドに沿って両者を接続し

ていた｡また,本体をクレードルから外すときには,片手でクレー

ドルを押さえながら本体をガイドに沿って取り外すものが主流

であった｡SH-GlOOOでは,接続するコネクタに挿抜角度が広

いタイプを採用してクレードルのガイドを廃止することにより,片

図2画面表示例

ソフトウエアキーボードを表示した場

合(a)と,表示しない場合(内蔵キー

ボード任用)(b)の比較を示す｡キー

ボード内蔵により.広い表示エリアを実

現している｡

(b)

手でも本体の取り外しが容易にできるようにし,使い勝手をよ

くした｡

感
ネットワーク応用機能

4.1ネットワーク機能の概要

CDMAlx規格に対応したデータ通信機能を,ネットワーク

に対応したOSとともに搭載することにより,いつでも,どこでも,

容易にパソコンと何等レベルのネットワークサービスを利川す

ることができるようになった｡面倒な設定ヤプロセスは-一切なく,

必要なときにメールソフトウェアやウェブブラウザを起動するだ

けで,ネットワークに自動的に接続し,データ通信を開始する

ことができる｡また,メールの送受信中やデータのダウンロード

中といったデータ通信がアクティブな状態のときを除き,本体

では引き続き電話を送受信することが可能で,電話機として

の利便怖が失われないようにくふうしている｡このように,電話

機能とデータ通信をそれぞれのアプリケーションとシームレスに

連携させることにより,データ通信端末としての使い勝手を向

上させている｡

4.2 ウェブ閲覧とメールサービスの利用

Microsoft社が開発したPocket PC2002標準搭載のブラ

ウザソフトウェア``Microsoft PocketInternet Explorer”に

より,各ウェブサイトの閲覧を可能にしている｡このソフトウェ

アはWindows幣2)OS用のMicrosoftInternet Explorer※3)の

サブセットとしての機能を持っていることから,パソコンで閲覧

※2)windowsは,米国およびその他の国における米国Microsoft

Corpの登録商標である｡

※3)MicrosoftInternet Explorerは,米国Microso氏Corpの商

品名称である｡

‖立細2003･11153
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できるウェブページの多くを,そのまま端末上で閲覧すること

ができる｡

携帯電話でメールを利用する場合には,機能が人幅に限

定されることが多いのに対し,SH-GlOOOでは,パソコンとほぼ

同等のサービスを利用することができる｡

また,メールソフトウェアは,一般の電子メールの送受信だ

けでなく,SprintPCS社が提供するテキストメッセージ受信

サービスにも対応している｡このサービスは,データ通信モー

ド以外の状態でもテキストメッセージを受信することができるた

め,タイムリーな情報の伝達手段として利用できる｡

SprintPCS社が提供するメールサービス"PCS Mail''削}の利

用では,SprintPCS祉のウェブページで設定するメール用の

パスワードを入力するだけでメール機能を利用することができ

る｡また,メールに必要な設定を一一手に行う``pcs Mail

Setting”という機能を設け,初心者でも利用しやすいように配

慮した｡なお,テキスト人力を容易にする--▲体型キーボードも,

メール利用の利便性を向上させている｡

4.3 写真配布サービス

SprintPCS社が2003年4月に機能を改善してサービスを開

始した写真配布サービスに対応し,本体で撮影した写真を

SprintPCS社が提供するサーバに保存,配布することができ

るようにした｡保存した写真は,それぞれサーバ上のアルバ

ムの巾で管理され,パソコンからも,SprintPCS社のウェブ

ページを通しても,アルバムにアクセスすることができる｡

SprintPCS社の携帯電話だけでなく,eメールアドレスあてに

写真を配布することができるほか,携帯電話やPDA,パソコ

ンなどインターネットにつながった端末に,写真とともに音声メ

モやテキストメッセージを付けて配布することを可能としてい

る｡配布先には,実際の写真ではなく,写真とメモを格納し

たウェブページのアドレス(URL:Uniform Resource

Locator)が送付される｡そのため,それぞれの端末では,ブ

ラウザソフトウェアでそのURLを参照することにより,実際の写

※4)PCSMa止は,米国SprintPCS杜のトレードマークである｡

酒井康夫
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(a)内蔵カメラによる写真撮影時の

ファインダ画面例

5h8re Ppti8r埠

(b)アップロードした写真の

閲覧表示例

図3写真機能

内蔵カメラによる写真撮影時のファインダ画面(a)と,ネットワーク機能を使って

サーバ上の写真をサムネール(一覧)表示した画面(b)を示す｡

真やメモを参照することができる｡画像を保存するサーバ側

では,どの種類の端末が参照しているのかを判断し,それぞ

れの参照先に合ったフォーマットにデータ(画像,音声,テキ

スト)を変換し,それぞれの端末で適切な写真を配布し,参

照できるように配慮している(図3参照)｡

丁与:兵配布サービスの主な機能は,(1)与:真のアップロード,

配布,ダウンロード,(2)写真のアルバム管理,(3)パソコン

からの写真閲覧,編集,管理,および(4)音声メモ,テキス

トメモの涼付である｡

霧
おわりに

ここでは,CDMAとPDAを融合した携帯電話内蔵のPDA

"SH-GlOOO''の開発コンセプトや特徴について述べた｡

今後は,いつでもどこでも情報を得たいという通信ニーズに

加えて.情報のナ女全性や通信の高速性といった新しいニー

ズが求められるようになると思われる｡

臼.屯製作所は,これらの新しいニーズにこたえる機器の開

発に引き続き取り組んでいく考えである｡
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