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1. まえがき
2006年4月1日，移動端末などを主たる対象とした地上

デジタルテレビ放送（以下，デジタルテレビ）の1セグメ

ント部分受信サービス「ワンセグ」が開始された．

一般にデジタルテレビでは，UHF（Ultra High

Frequency）＊1帯の中から異なる周波数でそれぞれの放送が

提供されるように13～62チャンネルまでの物理チャンネ

ル＊2を設定し，その範囲の中から各放送事業者に対して1

チャンネルずつが割り当てられている．それぞれの物理チ

ャンネルに対し，従来のアナログテレビなどで使い慣れた

リモコンキーである1～12までの番号と関連付けるための

リモコンIDや，同じ時間帯に同じ物理チャンネルで複数の

番組が放送された場合に，番組を識別するためのサービス

IDが付与されている．それらは，放送波に含まれる制御情

報であるネットワーク情報テーブル（NIT：Network

Information Table）に記載されて伝送される．

ワンセグでは，先に述べた物理チャンネルの1チャンネ

ル当りの帯域6MHzを13セグメントに分けた1つのセグメ

ントを使用して放送することで，情報量を必要最小限に留

めて，移動端末などのように情報処理能力が比較的小さな

端末であっても適切に受信できるようにしている．特徴と

しては，映像，音声以外にデータ放送を同時に受信できる

点が挙げられる．移動端末にワンセグ機能を搭載すること

で，データ放送からi－modeへの連携によって，番組関連

山森
やまもり

修
おさむ

渥美
あ つ み

秀明
ひであき

溝口
みぞぐち

敬浩
たかひろ

石井
い し い

孝治
こ う じ

携帯・移動体向け地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」

視聴機能を搭載した移動端末「FOMA P901iTV」の開発を

行った．通信と放送の融合が話題となる中，本移動端末は

データ放送からi－mode通信への連携などの特徴的な機能

を有する．

地上デジタルテレビ
放送対応移動端末の開発

＊1 UHF：300MHz～3GHzの周波数帯のことで，極超短波とも呼ばれる．
＊2 物理チャンネル：電波法の規定に基づき公示された周波数割当計画によ

り，テレビジョン放送（地上系）に使用する周波数帯の1つとしてUHF
帯に6MHz間隔で50波が割り当てられているが，その1波ごとに対し
て，付与されたチャンネル番号のこと．各放送事業者に1チャンネルず
つ割り当てられている．

ノート
携帯・移動体向け地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」視聴機能を搭載した移動端末「FOMA P901iTV」の開発を行った．通信と放送の融合が話題となる中，本移動端末はデータ放送からi-mode通信への連携などの特徴的な機能を有する．



46

情報の取得，放送事業者サイトへのリンクなどが実現でき，

さらなる通信トラフィックの向上が見込める．

ドコモでは，2003年4月より試作機の開発を含めた要素

技術検討を開始し，放送サービス開始に向けた準備を行っ

てきた．今回，サービス開始に先駆けてワンセグ対応移動

端末を市場に投入するべく，FOMA P901iTVの開発を行っ

た．開発のポイントは以下のとおりである．

・通信との連携性を重視したワンセグ受信機能

・使いやすさに重点を置いたユーザインタフェース

・視聴予約や録画などデジタルテレビ付加機能の充実

・高感度・省電力設計

本稿では，ワンセグ放送の特徴とともに，P901iTVで新

規に開発した機能の概要について述べる．

2. P901iTVの概要
P901iTVの外観を写真1，基本仕様を表1に示す．P901i

TVではFOMAの基本機能にワンセグ視聴機能を追加し，

小型軽量な移動端末を目指した．外観における主な特徴は，

以下のとおりである．

・回転2軸構造による多様な視聴スタイルに対応

・角度調整可能な可倒式ホイップ型アンテナを搭載

・広視野角の大画面液晶を搭載

P901iTVでは，ワンセグの以下の技術に対応した新規の

ハードウェア・プラットフォームを実装している．

a変調方式

ワンセグでは，デジタル変調方式として，4位相偏移

変調（QPSK：Quadrature Phase Shift Keying）＊3方式もし

くは 16値直交振幅変調（16QAM： 16 Quadrature

Amplitude Modulation）＊4方式のいずれかを放送事業者が

選択することになっており，伝送路符号化方式としては，

直交周波数分割多重（OFDM：Orthogonal Frequency

Division Multiplex）＊5を採用している．OFDMは，送信デ

＊3 4位相偏移変調：デジタル変調方式の1つで，4つの位相にそれぞれ1つ
の値を割り当てることにより，同時に2bitの情報を送信可能．

＊4 16値直交振幅変調：デジタル変調方式の1つで，振幅と位相の異なる16
通りの組合せに対して，それぞれ1つの値を割り当てることにより，同
時に4bitの情報を送信可能．

＊5 直交周波数分割多重：デジタル変調方式の1つで，情報を複数の直交す
る搬送波に分割して並列伝送する方式．高い周波数利用効率での伝送が
可能．

写真1 P901iTVの外観

表1 P901iTVの基本仕様

P901iTV

110×51×27mm 102×49×22mm
（ノンジャケットスタイル時）サイズ

約150g 約104g
（ノンジャケットスタイル時）質量

静止時：約460時間
移動時：約350時間

静止時：約460時間
移動時：約350時間連続待受時間

音声：約140分
テレビ電話：約100分

音声：約140分
テレビ電話：約90分連続通話時間

デジタルテレビ：約3時間
アナログテレビ：1時間連続視聴時間

メイン：約2.5インチ（240×320ドット）
サブ：約0.9インチ（96×25ドット）

メイン：約2.2インチ（240×320ドット）
サブ：約1.0インチ（96×64ドット）LCD

メイン：有効201万画素（νMaicovicon）
サブ：有効11万画素（CMOS）

メイン：有効202万画素（νMaicovicon）
サブ：有効10万画素（CMOS）カメラ

デジタルテレビ（ワンセグ）視聴機能
アナログテレビ視聴機能

FeliCa
カスタムジャケットその他の機能

（参考）P901i

LCD：Liquid Crystal Display



ータを分割することで特定の周波数帯の信号が損失して

も，全体に与える影響を小さくできるので，干渉に耐え

やすく移動端末による受信に適している．

s符号化方式

ワンセグでは，映像符号化方式としてH.264＊6を使用

する．H.264の圧縮・伸長処理方法は，従来のMPEG－4

（Moving Picture Experts Group phase 4）＊7と同様に動き補

償＊8と変換符号化＊9による考え方を基本としている．フ

レーム内での動き予測に特徴があり，高圧縮化できる一

方で，MPEG－4の約2倍の処理量を要する．これに対応

するため，FOMA端末としては初めてのハードウェア・

プラットフォームを用いることによって，消費電力を抑

えかつ高速の処理能力を実現した．また，音声符号化方

式としては，MPEG－2＊10AAC（Advanced Audio Coding）＊11

を使用する．

ワンセグ放送の主要パラメータの概要を表2に示す．

3. ワンセグ視聴機能概要

ワンセグにおいて番組を選局するためには，物理チャン

ネルを指定し，制御情報に含まれるNITを取得する．この

後，NITに含まれる情報の中から対応するサービスIDを指

定することで希望の番組を取得する．P901iTVでは，サー

ビスIDを指定しなくても物理チャンネルを指定するだけ

で，プライマリサービス＊12が指定されるようにし，操作を

簡略化するように努めた．具体的な選局機能として，以下

を実装した．

①UP/DOWN選局機能

ワンセグ視聴中に十字キーの左右キーを短押しする

ことで，ユーザが作成したチャンネルリストに登録さ

れているチャンネルを，1つずつ昇順または降順に順

次選局する方法である．

②ワンタッチ選局機能

ワンセグ視聴中に移動端末の数字キーおよび「＊」，

「＃」キーを押下することにより，チャンネルリストに

登録されたチャンネルを選局する．選局時の利便性を

高めるため，チャンネル番号の1桁を入力する方法と

数字2桁を連続入力して指定する方法の両方に対応し

ている．

③サーチ選局機能

ワンセグ視聴中に十字キーの左右キーを長押しする

と，物理チャンネルを周波数軸上に昇順または降順に

サーチし，チューナが捕捉した物理チャンネルのNIT

を確認した時点で選局する．

④ラストチャンネル選局機能

直前に視聴していたチャンネルを履歴として保持

し，次回起動時に選局操作がなくとも自動的に直前に

視聴していたチャンネルを選局する．

チャンネルスキャンとは，ワンセグを選局するための情

報を放送波から得る機能であり，視聴可能なチャンネル情

報をチャンネルリストとして移動端末内に保存する．チャ

ンネルリストは，ユーザが機能メニューの「自動チャンネ

ル設定」を選択することで自動的に作成される．

作成したチャンネルリストは，家庭用の固定テレビとは

異なり，複数地域にまたがって利用されるという移動端末

の特性を考慮して，複数件数が保存できるようにしている．

これにより，出張時のような受信チャンネルが普段の受信

環境と異なる場合には，それぞれの地域でチャンネルリス
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＊6 H.264：動画データの符号化方式の1つ．従来のMPEG－2（＊10参照）
やMPEG－4（＊7参照）と比較して高圧縮化が図られており，ハイビジ
ョン放送など広い用途に対応している．

＊7 MPEG－4：動画データの符号化方式の1つで，携帯電話などの比較的通
信速度の遅い回線での動画配信に利用されている．

＊8 動き補償：映像データを圧縮する際に，連続するフレーム間でデータが

どの方向に動いたかを考慮して効率良く圧縮する方法．
＊9 変換符号化：動画像のような連続的データを，数学的処理によって周波

数軸上の特定成分のみを持った離散的なデータに変換すること．情報量
を圧縮することが可能．

＊10 MPEG－2：動画データの符号化方式の1つで，DVDなどの蓄積メディ
アや衛星放送に利用されている．

表2 ワンセグ放送の主要パラメータの概要

項目 内容

ISDB－T（ARIB TR－B14）放送方式（運用規定）

OFDM

QPSK, 16QAM

多重化方式

変調方式

UHF13～62ch
※首都圏ではUHF20～28chを使用周波数

H.264/AVC（QVGA，15fps）

MPEG－2 AAC＋SBR

BML Cプロファイル

オプション

サイマル放送

動画符号化方式

音声符号化方式

データ放送

字幕

コンテンツ

約312kbit/s（変調方式QPSK，符号化率1/2）
約416kbit/s（変調方式QPSK，符号化率2/3）
約624kbit/s（変調方式16QAM，符号化率1/2）

ISDB－T（Integrated Services Digital Broadcasting－Terrestrial）：
日本の地上デジタル放送規格．家庭における固定受信だけでなく，
携帯電話などによる移動受信も考慮して規格が策定された．

SBR（Spectral Band Replication）：再生帯域を拡大して主に低ビットレート
での圧縮効率を大幅に向上させる技術．

サイマル放送：同じ番組を2つの異なるチャンネルで同時に放送すること．
ここでは「地上アナログテレビ放送と同じ時間帯に同じ番
組を放送すること」の意．

伝送速度
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トを作成し，切り替えて視聴することができる．

チャンネルスキャン機能のフローは，UHF13～62チャン

ネルまで1チャンネルずつスキャンを行い，同期が確立で

きたチャンネルについて受信レベルとサービスID，編成チ

ャンネル名＊13，リモコンIDといった情報を取得し，チャン

ネルリストを作成する．この際，リモコンIDに従って1～

62までのチャンネル番号に物理チャンネルを割り当てる処

理を行う．チャンネル番号の1～12については，ワンタッ

チ選局用のキーに割り当てられているため，簡易な操作で

選局が可能となる．

ただし，親局と中継局で異なる周波数で同一の放送をし

ているMFN（Multi Frequency Network）＊14運用エリアでは，

親局と中継局の両方の電波が受信可能であり，相違する物

理チャンネルに対して，同一のサービスIDおよび同一のリ

モコンIDが検出される場合がある．この場合は，受信レベ

ルのもっとも高いチャンネル情報をリモコンIDに基づいて

自動的に登録する．

また，地域ごとに異なる番組データで放送される地上デ

ジタル放送において，県境など複数の送信局から電波を受

信できる重複エリアでは，相違する物理チャンネルおよび

相違するサービスIDに対し，同一のリモコンIDが検出さ

れる場合がある．この際，放送内容は異なるのでチャンネ

ルリストに両方登録することが必要であるが，どちらのサ

ービスをリモコンIDに基づいて優先的に登録するかという

課題がある．P901iTVでは，サービスIDに含まれる地域識

別コードに基づいて地域名が提示されるため，ユーザが地

域名を指定することによって優先的に割り当てるチャンネ

ル情報を決定することができる．

これら2つの処理を追加することで，ユーザの居住エリ

アに最適化したチャンネルリストの作成を可能とし，チャ

ンネル選局における利便性を図っている．

P901iTVでは，視聴したい番組の情報を事前に移動端末内

に登録することで予約した時刻に視聴開始アナウンスを行

い，ワンセグ視聴を自動的に起動する機能を実装している．

予約方法は，直接入力による方法と番組表iアプリとの

連携による方法の2種類がある．直接入力の場合でも，チ

ャンネルリストと連携することでキー入力の手間を省き，

操作性の向上を図っている．

ワンセグ視聴は消費電力が大きいため，連続視聴によっ

てバッテリを比較的早く消耗してしまうという課題があ

る．そこで，バッテリ容量が規定値以下となると，アラー

ム通知を行い，ユーザが意図しないままバッテリ切れとな

ってしまうことを回避している．

液晶表示部は，広視野角の大画面液晶（2.5インチ）を搭

載し，視聴する際に画面の縦横スタイルが変更できる回転

2軸機構を採用した．通常の縦画面視聴時には，表示領域

の上半分にテレビ映像，下半分にデータ放送が表示される．

横大画面では，320×180ドットの画面サイズで表示するこ

とで，映像コンテンツが見やすくなる．また，液晶表示部

を回転するだけで，視聴を継続したまま画面方向を切り替

えることができるほか，スタイル連動機能によってワンセ

グを自動的に起動することも可能である．動作概要を図1

に示す．

移動端末に実装されている上下左右キーには，ワンセグ

視聴操作（チャンネル変更や音量調整）とデータ放送操作

＊11 AAC：音声符号化方式の1つ．映像符号化方式MPEG－2またはMPEG－
4で使用され，圧縮効率が高い．

＊12 プライマリサービス：同じ時間帯に同じ物理チャンネルで複数の番組が
放送されている場合に，放送局側がもっとも優先度の高い番組を指定す
ること．

＊13 編成チャンネル名：各放送事業者が放送局名を表すために付与するサー
ビス名称（「フジテレビ®」など）のこと．「フジテレビ」は株式会社フ
ジテレビジョンの登録商標．

＊14 MFN：サービスエリアが重なる送信所において，異なる周波数を割り
当てて放送するネットワーク方式．

横画面（背面）�

縦画面�

横画面（左折）� 横画面（右折）�

ワンセグ視聴中でも�
視聴方向の切替えが可能�

図1 縦画面／横画面切替動作概要



（画面のスクロールや遷移）が重複してしまうという課題が

あった．これに対してP901iTVでは，ワンセグ視聴とデータ

放送のどちらか一方の機能を選択して操作するために，そ

の状態を切り替える機能を開発した．例えば，上下キーは，

ワンセグ視聴がアクティブ時には音量調整として，データ

放送がアクティブ時には画面スクロールとして機能する．

これにより，限られたキーの操作性に幅を持たせ，多彩な

動作に合致させることができた．動作概要を図2に示す．

P901iTVでは，ワンセグ視聴中にデータ放送の半画面表

示と全画面表示の切替えが可能な半画面／全画面切替機

能を搭載している．縦画面での視聴時には，データ放送が

画面下半分に表示されているが，本機能を用いることで

i－modeと同様にデータ放送を全画面で閲覧することも可

能である．

録画機能は，静止画と動画の保存に対応している．なお，

著作権保護の観点から，外部メモリへの出力，待ち受け画

面設定，コピーおよび編集については対応していない．

①静止画

ワンセグ視聴中に録画ボタンを押下した瞬間の映像

を，JPEG（Joint Photographic Experts Group）＊15として

保存する．保存サイズは320×240ドットで，本体内蔵

メモリに約100枚の記録が可能である．

②動画

ワンセグ視聴中に動画の録画を行うことができる．

画像領域は320×240ドット，フレームレートは1秒間

に最大15フレームで，内蔵メモリに約30分間の録画

が可能である．保存時にMPEG－2で規定されるトラ

ンスポート・ストリーム（TS：Transport Stream）＊16

と呼ばれる形式を用いることにより，映像処理量の削

減が可能で，録画時のCPU負荷を抑えることができ

る．さらに再生時にワンセグ視聴の映像・音声処理ブ

ロックをそのまま活用することで，実装の効率化を図

っている．

P901iTVでは，放送波の受信レベルを圏外・弱・強の3段

階でピクトを画面上に表示し，ユーザの視覚的な理解を補

助している．ワンセグ受信レベルのピクトのデザインを図

3に示す．

地上デジタル放送の特性上，受信状態は以下の3つの状

態に区分されることが，フィールド試験などの分析結果よ

り判明している．
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＊15 JPEG：静止画データの符号化方式の1つ．
＊16 トランスポート・ストリーム：複数番組における映像，音声，データを

それぞれパケットに分割し，番組などを識別する情報を付加し順次並べ
た1本のデータ列のこと．

（a）「ワンセグ視聴」アクティブ状態�

音量の調整が可能�

上下キー押下�

（b）「データ放送」アクティブ状態�

BMLブラウザの�
スクロールが可能�

上下キー押下�

ワンセグ映像�

データ放送�

「ワンセグ」�
アクティブ状態の�
表示�

「データ放送」�
アクティブ状態の�
表示�

アクティブ切替キー押下�
により切替え可能�

図2 アクティブ切替動作概要
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・しきい値を超えた受信ストリームのビットエラーが多

く，データを正常に復号できない状態（図3（a））

・弱電界やマルチパスフェージング＊17などによりビット

エラーが散発的に発生し，映像や音声が乱れる状態

（図3（b））

・エラー訂正により，データを正常に受信できる状態

（図3（c））

これらの状態に合わせたパラメータのしきい値を定義す

ることで，受信レベルを3段階で表示することとした．

P901iTVでは，可倒式ホイップ型アンテナとイヤホンア

ンテナを用いることで受信感度を向上させた．

ホイップ型アンテナについては，自由に角度を調整でき

ることが大きな特徴である．移動端末の持ち方に応じて自

由にアンテナ角度を変えられることにより，伸縮のみの構

造と比較し，アンテナ利得が約3dB向上する．アンテナ角

度を調整するヒンジ機構＊18部は，ネジが突出しないよう，

製造物責任（PL：Product Liability）法＊19にも配慮したほ

か，伸ばした状態のアンテナに外部から荷重がかかると折

れてしまう可能性があるので，曲げる力が一定以上になる

とヒンジ部が回転し，アンテナのたわみを逆転させること

によって，一方向への荷重を逃がす構造としている．

イヤホンアンテナについては，使用時にU字のように垂

れ下がるが，その形状や体からの距離によって，アンテナ

の利得が変化することが判明した．そこで，イヤホンケー

ブル中央部で分離できる構造にし，P901iTVに近い部分に

UHF帯アンテナ，耳に近い部分にVHF（Very High Frequen-

cy）＊20帯アンテナを配置することで，ユーザが市販のヘッド

ホンに取り替えた場合であっても，UHF帯アンテナを残

し，高感度にワンセグを視聴することが可能となるように

している．

これら2つのアンテナは，ワンセグ視聴時に擬似ダイバ

ーシチ効果により，常に高感度のアンテナを自動選択する

ことが可能で，さらなる高品質な受信を実現している．

4. データ放送とBMLブラウザ

データ放送は，BML（Broadcast Markup Language）＊21ブ

ラウザを用いて，放送番組の映像や音声以外の番組を補完

する文字情報を表示するほか，インターネット経由でWeb

サイトにアクセスするサービスを実現する．

BMLブラウザは，主としてテキスト情報を中心とする

XHTML（eXtensible Hyper Text Markup Language）に加え，

文字の大きさ・文字飾り・行間などのレイアウトを定義す

るCSS（Cascading Style Sheet）と，移動端末のブラウザ画

面で独自プログラムを動作させるためのScript関数と，放

送用に拡張した放送用拡張関数群からなるBMLコンテン

ツを表示する．

また，JPEG，GIF（Graphic Interchange Format）＊22，アニ

メーションGIF＊23をサポートし，オブジェクトを表示する

機能に幅を持たせている．さらに放送用に拡張した関数に

よって，BMLブラウザからのi－mode起動や，音声発信な

どが可能となっている．

ワンセグにおけるデータ放送では，通信との連携機能が

最大の特徴である．

この連携は，データ放送画面のBMLブラウザ表示タグか

らi－mode経由でWebサイトにアクセスすることにより実

現される（図4）．例えばドラマの場合，映像とは別に俳優

のプロフィールを紹介する放送局のWebサイトへのハイパ

ーリンクのタグがデータ放送部分に表示される．ユーザが

そのタグをクリックすると通信が起動し俳優紹介のWebサ

イトへ接続され，ドラマを見ながら同時に俳優に関する情

報を取得できる．

データ放送ではさまざまなサービスが検討されており，

今後，通信と放送の連携機能はさらに広がることが予測さ

れる．

＊17 マルチパスフェージング：電波が地形や建物によって反射や回折を繰り
返し，複数の電波となって受信機に到達する現象．

＊18 ヒンジ機構：ちょうつがいのように2つの部分をつなぎとめ，開閉でき
るような構成．折りたたみ式携帯電話でも使用されている．

＊19 製造物責任法：製品の欠陥によって損害が生じた場合に損害賠償責任を
求めることができる法律．

＊20 VHF：30～300MHzの周波数帯のことで，超短波とも呼ばれる．
＊21 BML：XMLベースのデータ放送向けの記述言語．
＊22 GIF：画像形式の1つ．
＊23 アニメーションGIF：画像形式であるGIFの拡張仕様の1つで，複数枚

の画像をコマ送りに表示させる仕組みを持つ形式．

（a）受信レベル�
「圏外」�

（b）受信レベル�
「弱」�

（c）受信レベル�
「強」�

図3 ワンセグ受信レベルのピクトデザイン
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5. 通信と放送の連携における
課題と解決方法および効果

データ放送に伴う双方向通信機能は，通信と放送の融合

という新たな局面を迎えたが，地上デジタル放送の運用規

定であるARIB TR－B14の検討において，当初，放送事業者

が準備した規格案には，既存の通信サービスや移動端末の

セキュリティに影響する以下の課題があった．

・放送用拡張関数の機能を使用し，移動端末内NVRAM

（Non Volatile RAM）＊24領域への情報書込みと読出しを，

すべての放送事業者がデータ放送経由で自由に行える．

・放送用拡張関数の機能を使用し，放送事業者がコンテ

ンツに記述したURL（Uniform Resource Locator）へ移

動端末内の情報を送信できる．

・通信が発生する際のパーミッション（ユーザへの注意

喚起）は，放送事業者の作成したBMLコンテンツの記

述要件に従って表示し，表示回数を制限する．

データ放送に伴う通信機能によって個人情報が漏洩する

事態を未然に防止するため，以下のアクセス制限方法を考

案した．

①NVRAM使用条件

放送用に容量を限定して，放送事業者系列ごとの

NVRAM領域を移動端末内に割り当てる．BMLコンテ

ンツに記述された読み書き先のNVRAM領域は，放送

波に含まれている放送事業者の系列を示す系列ID

（Affiliation ID）とマッチングを行い，認証された系列

放送事業者間のみが放送用NVRAM領域を使用できる

こととする．

②通信先制限

放送事業者を系列ごとに通信可能とするアクセス先

のドメインを1つに限定する．放送事業者系列を特定

するAffiliation IDと，データ放送から起動してアクセ

スを許容する通信先サーバのドメイン名を1対1で定

義する対応表をドメインテーブルとして，移動端末内

にあらかじめ記録しておく．ドメインテーブルの更新

は原則として行われない前提である．放送を受信した

移動端末は，放送コンテンツの中に記載されている

Affiliation IDを読み，BMLコンテンツに記述された関

数により通信が実行されようとした際には，移動端末

内のドメインテーブルとのマッチングを行い，認証さ

れた場合に限り，そのドメインのサーバに限定して通

信する．具体的な対応を図5に示す．

③パーミッションの起動

BMLコンテンツの記述要件にかかわらず，通信が発

生する機会に応じて，移動端末側でパーミッションの

起動を行う．

放送規格から通信の技術的な条件を制定すべく，放送事

業者，メーカ，通信事業者による協議の場において，ドコ

モは前述のアクセス制限方法を提案し，ARIB運用規格とし

て制定された．これにより，以下のような効果が見込める

こととなった．

＊24 NVRAM：電源を切っても記憶内容を保持することのできる半導体メモ
リ（不揮発性メモリ）．

ワンセグ映像�

データ放送� 放送局の�
サイト�

リンク押下により，�
放送局のサイトへ接続�

図4 BMLブラウザとi－modeの連携イメージ
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・データ放送による移動端末内部のNVRAM領域の書込

みおよび読出しは，「その放送を行っている放送事業

者」に一意に定まる．これにより，個人情報の管理責

任主体が明確になる．

・すべての放送事業者数分のNVRAM領域を確保する必

要がなく，メモリ容量が節約できる．

・通信先は事実上，放送事業者のWebサイトに限定され

るので，不特定のWebサイトに直接接続されるような

事態を回避でき，移動端末側で制御することが可能と

なる．

・放送事業者の作成したBMLコンテンツの記述要件にか

かわらず，通信が発生する機会に応じてユーザに注意

喚起し，安心して使用してもらうことが可能となる．

さらに，この方法は放送事業者にとって，以下の運用を

可能とした．

・親ドメインの管理者（事実上，系列キー局）が，自ら

の裁量と責任においてサブドメインを決定し，系列に

属するすべての放送事業者にサーバを割り振る自由度

が確保できる．またサーバの増設や移設にも柔軟に対

応できる．

・移動端末では，NVRAM領域に記載される情報は系列

事業者間においては情報が共有できる．このため，例

えばクイズ番組の回答ポイントをNVRAMに蓄積して

おく場合，普段は東京で番組を受信しているユーザ

が，出張時に名古屋で受信してもそのポイントを継続

することができる，といった運用が可能となる．

・BMLコンテンツにより送信先にサブドメインを指定

した場合は，意図するサブドメインを運用する放送事

業者サーバのみを対象とすることもできるので，特定

サーバに情報を集約したい場合などの運用時に対応可

能となる．

6. デジタルテレビ対応番組表iアプリ
P901iTVでは，番組表の機能をiアプリで実現している．

番組表iアプリでは，番組表情報をi－mode経由で受信し，

ワンセグ視聴時に番組表からのチャンネル選局や視聴予約

などの連携動作を可能とする．

地上デジタル放送では，各チャンネルの番組情報が放送

波に多重化されて送信されているため，放送波から番組表

を生成することも可能である．しかしながら，通常ワンセ

グでは，現在放送されている番組と次番組の情報しか含ま

れていないため，番組表を作成するうえで情報が十分でな

いという課題があった．そこで，i－mode経由で番組表情報

を取得することで，放送中の番組情報だけでなく，視聴予

約も可能な情報の取得を実現している．

また，番組表iアプリの実装に伴い，ワンセグ視聴機能の

起動，番組表からの視聴予約登録を可能とするために，

放送者�
AX放送�
テレビAY�
AZテレビ�
BXテレビ�
BY放送�

系列�
aa系列�
aa系列�
aa系列�
bb系列�
bb系列�

系列ドメイン名�
aa-tv.com�
aa-tv.com�
aa-tv.com�
bb-tv.jp�
bb-tv.jp

NVRAM�
aa枠�
aa枠�
aa枠�
bb枠�
bb枠�

通信先ドメイン�
aa-tv.comもしくはs1.aa-tv.com�
aa-tv.comもしくはs2.aa-tv.com�
aa-tv.comもしくはs3.aa-tv.com�
bb-tv.jpもしくはf1.bb-tv.jp�
bb-tv.jpもしくはf2.bb-tv.jp

東京�
AX放送�

s1.aa-tv.com

aa-tv.com

名古屋�
テレビAY

s2.aa-tv.com

大阪�
AZテレビ�

s3.aa-tv.com

東京�
BXテレビ�

f1.bb-tv.jp

福岡�
BY放送�

f2.bb-tv.jp

bb-tv.jp

図5 ワンセグデータ放送における通信先制限



53

NTT DoCoMoテクニカル・ジャーナル Vol. 14 No.1

Doja＊25のAPI（Application Program Interface）＊26を拡張して

いる．

番組表iアプリからワンセグ視聴機能を起動する際には，

物理チャンネル情報とサービスIDによって，所望の番組の

選局を可能としている．特に，各放送事業者のサービスに

固有に割り当てられているサービスIDをパラメータとして

設定することで，視聴する場所に応じて，所望の番組を選

局することを実現している．

番組表からの視聴予約登録においては，物理チャンネル

やサービスIDといった選局情報と番組名や開始時刻といっ

た番組情報を設定することで，ユーザの手入力を省き，番組

表iアプリからの登録操作を簡易にしている．番組表iアプリ

とワンセグ視聴機能の起動の連携イメージを図6に示す．

7. その他の機能
a地上アナログテレビ放送視聴機能

P901iTVはアナログテレビにも対応しており，最大で

60分間の連続視聴が可能である．これによりアナログテ

レビの視聴エリアにも対応し，商品性の向上を図った．

s FeliCa機能

P901iTVではFeliCaチップの搭載により「おサイフケ

ータイ」サービスに対応している．

8. あとがき
今回開発した地上デジタルテレビ放送対応移動端末は，

ドコモが掲げる「通信と放送の融合」に向けて大きな一歩

を踏み出した移動端末といえる．今後はユーザインタフェ

ースの向上，小型軽量化，省電力化による長時間再生など

についても検討を進めていく予定である．

＊25 Doja：iアプリ用のJavaTM拡張ライブラリ．
JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは，米国およびその他の
国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標．

＊26 API：OSやミドルウェアなどが提供する機能を，上位のソフトウェア
が利用するためのインタフェース．

ワンタッチで�
デジタルTV起動・選局可能�

ワンタッチで�
番組表 iアプリ起動�

図6 番組表iアプリとワンセグ起動の連携イメージ


