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1. まえがき
これまでFOMA端末内のユーザデータは，利用者の自己

責任でSD（Secure Digital）メモリなどの外部記録媒体を用

いてバックアップをとることが前提であり，サービス保証

の対象外とされてきた．

しかしながら，移動端末の高機能・高付加価値化が進む

に伴い，破損・紛失などによるユーザデータの損失は社会

的にも影響が大きくなりつつある．これらに対するドコモ

としての社会的責任も勘案し，「まさかの時の安心・安全」

を実現する1つの解として，電話帳お預かりサービスを開

始した．

電話帳お預かりサービスでは，移動端末内に保存されて

いる電話帳や画像，メールなどのユーザデータをドコモが

提供するサーバ装置で安全に保管し，必要な時にいつでも

取り出すことを可能としている．

本稿では，電話帳お預かりサービスの概要，実現方式お

よび機能概要について解説する．

2. サービス概要
電話帳お預かりサービスの概要を図1に示す．電話帳お

預かりサービスでは，以下の3つのユーザデータの保管に

ついて対応している．

・電話帳

・メール（i－modeメールおよびSMS（Short Message

Service）＊1）

・画像（主にカメラ撮影画像）
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ドコモの「安心・安全」なケータイへの取組みの1つと

して，電話帳お預かりサービスのためのシステムを開発し

た．これにより，移動端末紛失や破損による電話帳などの

ユーザデータ損失を回避することができる．

電話帳お預かりサービス
のシステム開発

＊1 SMS：主に移動端末どうしでテキストベースの短い文章を送受信するサ
ービス．移動端末の制御用信号を送受信することにも用いられる．

ノート
ドコモの「安心・安全」なケータイへの取組みの1つとして，電話帳お預かりサービスのためのシステムを開発した．これにより，移動端末紛失や破損による電話帳などのユーザデータ損失を回避することができる．
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なお，電話帳お預かりサービスでは，大きく分けて次の

3つの機能を提供している．

①データ同期・更新機能

移動端末からの電話帳の同期要求，メール／画像の

アップロード要求を受け，お預かりサーバ内のデータ

を更新する機能．

②i－modeでのお預かりデータ制御機能

移動端末からi－modeブラウザにより，お預かりサ

ーバに保存されている電話帳，メール，画像を参照／

削除する機能．また，お預かりサーバ上の電話帳デー

タの保存／復旧を行う機能や，移動端末とお預かりサ

ーバ間を自動同期させるための間隔設定など，電話帳

お預かりサービスに関する各種ユーザ設定を行うこと

も可能である．

③PCからのWebブラウザによるお預かりデータ制御機能

PCからWebブラウザにより，MyDoCoMoサービス＊2

経由でリクエストを受け付け，お預かりサーバに保存

されている電話帳，メール，画像を参照／削除／編集

する機能．また，i－modeブラウザからの制御と同様に

電話帳データの保存／復旧機能や，電話帳お預かりサ

ービスに関する各種ユーザ設定を行うほか，CSV

（Comma Separated Values）ファイル＊3による電話帳の

アップロード／ダウンロードを行うことも可能である．

3. サービス実現方式
電話帳やメールなどのユーザデータは，新しいデータの

追加／変更／削除などが日々行われており，「最新の状態」

は刻々と変化している．したがって，突然の紛失や故障に

備え，いつでもそれを復旧可能とする場合，保存を行うタ

イミングが重要な要素となる．また，ネットワークへの負

荷低減や，ユーザの通信料金の低減についても考慮する必

要がある．

そこで本サービスでは，前回接続時からの変更差分のみ

を効率的に送受信することが可能なデータ同期のための国

際標準技術であるOMA（Open Mobile Alliance）＊4－DS（Data

Synchronization）[1]を採用した．OMA－DSは，クライアン

ト－サーバ型のアプリケーションプロトコルであり，サー

バ機能はCiRCUS（treasure Casket of i－mode service, high

Reliability platform for CUStomer）＊5にて実現されている．本

サービスにおいて，OMA－DSはHTTPの上位プロトコルと

して実装されており，i－modeブラウザと共通のネットワー

ク構成を持つ．なお，APN（Access Point Name）＊6もi－mode

と同一である．

4. 実現機能と移動端末への実装

電話帳お預かりサービスは，移動端末とサーバ間のデー

タ同期・更新方式としてOMA－DSバージョン1.2をベース

としている．OMA－DSでは，データ同期について，6パタ

ーンの手法が規定されている（表1）．しかし，ユーザがこ

れらの同期種別を利用シーンに応じて使い分けるために

は，それぞれの概念を理解しなければならない．本サービ

＊2 MyDoCoMoサービス：ドコモのお客様向けに開設されているPC向けサ
イト．料金支払い，契約内容の変更などが可能．

＊3 CSVファイル：データをカンマ「“, ”」で区切って並べたファイル形式．
一般に表計算ソフトやデータベースソフトなどで利用されている．

＊4 OMA：移動通信向けのサービス，アプリケーション実現技術の標準化
および相互接続性の確保を目的とした業界標準化団体．

＊5 CiRCUS：i－modeゲートウェイシステム．
＊6 APN：接続先を特定する電話番号のようなもので，パケット通信を行う

際に使用する．
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図1 電話帳お預かりサービスの概要



スでは，より幅広いユーザに利用してもらうために，利用

シーンの状況から移動端末で適切な同期種別を自動的に選

択するように設計されており，ユーザは同期種別の概念を

意識する必要がない形態としている．例えば，一度サーバ

と接続したことがある場合には「Two－way sync」を実施

し，miniSDなどの外部記憶媒体から電話帳を上書きコピー

した場合など，移動端末内にて管理していた「前回接続時

からの差分情報」に意味がなくなってしまった場合には，

自動的に「Slow sync」を実施する．画像やメールデータの

保存については，単にユーザが選択したものをサーバ側に

保存することになるため，移動端末とCiRCUSのデータベ

ースを同期させる必要はなく，「One－way sync from client

only」を実施する．

移動通信環境では，トンネルやエレベータの中など通信

が途中で切断されてしまうようなケースを想定する必要が

ある．OMA－DSでは，Suspend（中断）/Resume（再開）と

いう概念が存在し，Suspendについては，以下のケースが

想定されている．

①ユーザ操作によってデータ同期処理が中断されるケース

クライアントとサーバの双方で，これまでの通信中

に受信完了しているデータについての情報を交換した

後，初めて切断が行われる．

②突然の通信切断などのケース

双方の進捗を交換するタイミングがないままに切断

されてしまう．

①については，すでに相手側が受信完了しているデータ

についての情報交換が完了しているため，再開ポイントに

ついては両者が把握できているものの，②については，情

報の共有が完全ではない．①と可能な限り同レベルで情報

共有を行うため，本サービスでは，OMA－DSで実装が任意

とされているCached Mapと呼ばれる機能を移動端末上で

実現している．Cached Mapとは，切断前にサーバから受信

したデータに関する情報を記憶し，通信再開時に，すでに

登録済みのデータをサーバへ通知する機能である．OMA－

DSでは，複数のデータを送信するにあたり，データ個々の

レベルで送信結果が判別可能となっているため，クライア

ント（移動端末）自身が送信したデータについての結果の

管理は比較的容易である．Cached Mapを採用することで，

受信データについても同様の管理（「受信データ登録済み」

という情報のサーバへの到着可否）を可能とした点が，本

サービスにおける端末実装の特徴である．

移動端末は，数多くのベンダから提供されており，1つ

のメモリダイヤル番号に登録可能なメールアドレスや電話

番号の件数などは，実装内容によって差異があるのが一般

的である．例えば，サーバ側では1つのレコード＊7に5件の

電話番号が入っているにもかかわらず，機種変更した結果

として移動端末には1レコード当り3件しか登録できなく

なっている場合，同期結果として移動端末には3件しか保

存されない．このような場合を考慮しないと，移動端末で

当該レコードに何らかの変更を行った後で同期させた際，

サーバ側では変更差分として通知されたデータをそのまま

サーバ上のデータに上書きしてしまい，前回，移動端末側

に登録できなかった分が消えてしまう．こうした意図しな

いデータ消失が発生しないよう，インタフェース設計にお

いては，Field Level Changeの概念を適用した．Field Level

Changeとは，変更差分を通知する際，当該レコードにおい

て変更のあった箇所のみをサーバに通知する技術であり，

この通知に含まれていない箇所については「以前の同期以

降から変更がなかった部分」として受信側では扱われる．

つまり，実際には移動端末内に保存できていない部分につ

いても保存できているように見せかけ，「移動端末から送信
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＊7 レコード：本稿では，名前，電話番号，メールアドレスなどの情報を1
つに関連付けしたデータベース上での管理単位．

表1 OMA－DSにおけるデータ同期種別

同期種別 概要

データ同期の基本形．前回の同期からの変更差分
のみをお互いに通知しあうTwo－way sync

前回の同期からの変更差分を，クライアント側か
らのみ通知する

One－way sync
from client only

クライアント側のデータをサーバ側のデータに上
書きする

Refresh sync from
client only

前回の同期からの変更差分をサーバからのみ通知
する

One－way sync
from server only

サーバ側のデータをクライアント側のデータに上
書きする

Refresh sync from
server only

クライアント内のデータとサーバ内のデータをフ
ィールドごとにそれぞれ比較し，互いに足りない
ものを補い合う

Slow sync



したデータについては，あくまで前回からの変更差分であ

る」とサーバに認識させることで，意図しないデータ削除

を予防しているという点が特徴となる．

5. サーバへの実装機能

電話帳お預かりサービスは，「ユーザのデータを預かる」

という観点から，データの保証に関しては高い信頼性が要

求される．そこで，お預かりサーバ機能は，高い信頼性を

誇るi－modeサーバであるCiRCUSに実装されている．

高い信頼性を確保するために，お預かりサーバはメイン

センタとバックアップセンタとの間でデータのリアルタイ

ム遠隔同期を行っている．また，お預かりサーバはメイン

センタ内でも毎日データバックアップを行っており，バッ

クアップ中の障害に備えて2次バックアップまで取得して

いる．メインセンタ内のお預かりサーバはAct/Sbyのクラ

スタ構成＊8をとっており，サーバの配下に1次および2次ス

トレージ筐体が接続され，1次ストレージ筐体内に1次バッ

クアップ，2次ストレージ筐体内に2次バックアップが保存

されている．サーバ，ストレージの接続構成について，図

2に示す．

さらに，セキュリティを強化するため，お預かりサーバ

内に書き込むデータはすべて暗号化して保存する機能を有

している．データを書き込む場合，お預かりサーバは

CiRCUS内で共通の暗号化ライブラリ＊9を呼び出し，書込

みデータを暗号化した後，DISKへの書込みを行う．また，

データを読み出す場合には同様に暗号化ライブラリを呼び

出し，データを復号化した後で読み出しメッセージを作成

する．暗号化機能のイメージについて図3に示す．

お預かりサーバは，通常エリアと保管エリアという2つ

の領域を保持しており，それぞれ通常エリアにある電話帳

データを保管エリアに保存しておく機能と保管エリアにあ

る電話帳データを通常エリアに復旧する機能を有している

（図4）．通常エリアとは，移動端末とのOMA－DS同期通信

を行う領域であり，保管エリアは，移動端末とのOMA－DS

同期通信では更新されない領域である．

通常エリアから保管エリアへのデータ保存，保管エリア

から通常エリアへのデータ復旧は，ユーザによる移動端末

あるいはPCからのブラウザ操作によって行うことができ

る．また，契約後の初回同期実施時は，通常エリアに作成

された電話帳データが保管エリアに自動的に保存される．

保管エリアから復旧した直後の同期通信は，サーバ側の電

話帳データが移動端末へ確実に反映できるように「Slow

sync」としている．

これらの保存／復旧機能は，ユーザの誤操作により電話

帳データが削除されてしまった場合など，万一の場合にも

復旧可能とするために提供されている．
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＊8 クラスタ構成：システムを単一構成ではなく複数構成とすることで，一
系統にトラブルが発生している場合でも残りの系統を生かし，システム
ダウンを回避可能とするシステム構成．

＊9 ライブラリ：汎用性の高い複数のプログラムを，再利用可能な形でひと
まとまりにしたもの．
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図3 暗号化機能イメージ



移動端末内の電話帳データとお預かりサーバ内の電話帳

データとを同期させるために，お預かりサーバは，着信通

知を定期的に移動端末へ自動送信する機能を有している．

着信通知を受けた移動端末は，電話帳の同期要求をサーバ

に対してリクエストする．お預かりサーバと移動端末との

OMA－DS同期通信が完了すれば，移動端末内の電話帳デー

タとお預かりサーバ内の電話帳データは同期される．

着信通知の自動送信は，ネットワークへの負荷を考慮し

トラフィック量の少ない深夜帯に行う．着信通知の自動送

信が特定の契約会社に偏らないように対象移動端末を選択

することにより着信通知を送信している．

着信通知の自動送信間隔は，各契約者によって毎日送信，

毎週送信，自動送信なしなどを設定・変更できる．着信通

知の自動送信は流量制御を行っているが，契約者数の増加

や設定の偏りによってユーザの指定した設定日の自動送信

時間内に着信通知が送りきれなかった場合には，翌日に繰

り越される．

6. あとがき
電話帳お預かりサービス概要，実現方式および機能概要

などについて解説した．本サービスに実装された機能を応

用するだけでも，さまざまなサービス拡張が可能である．

今回の開発は，これから広くサービスを展開していくため

の基盤となるものと期待している．

今後は対応するデータの種類を増やすだけでなく，プロ

トコルの改良に伴うさらなる通信の効率化，高速化などに

ついても検討を進めていく．

文　献
[1] SyncML Data Sync Protocol;
http://www.openmobilealliance.org/release_program/index.html
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図4 保存／復旧機能イメージ


