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†　現在，ネットワークテクニカルオペレーシ
ョンセンター

＊1 iBodymoTM：㈱NTTドコモの商標．

1. まえがき
これまで，ドコモはiコンシェルや

iBodymoTM＊1などのサービスを導入

し，移動端末によるユーザの行動・

生活支援を実現してきた．一方で，

移動端末は機能やサービスが多様化

しており，利用したい機能やサービ

スにたどりつくまでの操作が複雑化

している．そのため，機能やサービス

をより活用してもらうには，移動端

末自体の操作性や起動までの動線の

改善が課題となっている．また，高

性能・高機能化する携帯型ゲーム機

やスマートフォンなどの普及に伴い，

より高度なユーザ体験を求めるユー

ザのニーズにも，応えていく必要があ

る．このような背景から，幅広いユー

ザ層のニーズに応えられるようにす

るため，2010-2011冬春モデルでは，

よりきめ細やかにユーザの行動や移

動端末の操作を支援しながら，リッチ

なユーザ体験を継続的に提供するア

プリケーションを開発した（写真1）．

i アプリ音楽プレーヤ 形態素解析 音声対話技術

2010-2011冬春モデル搭載アプリケーション機能
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近年，移動端末の機能やサービスが多様化・複雑化す

る中，ユーザの行動支援や移動端末の操作性の向上に対

するニーズが高まっている．同時に，常に新しい体験を

求めているユーザのニーズにも応えられるサービスや

機能の提供が求められている．

このような背景から，2010-2011冬春モデルでは，よ

りきめ細やかにユーザの行動や移動端末の操作を支援

でき，かつ新しい体験を継続的にユーザに提供できるア

プリケーションを搭載した．
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写真1 2010-2011冬春モデル
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近年，移動端末の機能やサービスが多様化・複雑化する中，ユーザの行動支援や移動端末の操作性の向上に対するニーズが高まっている．同時に，常に新しい体験を求めているユーザのニーズにも応えられるサービスや機能の提供が求められている．このような背景から，2010-2011 冬春モデルでは，よりきめ細やかにユーザの行動や移動端末の操作を支援でき，かつ新しい体験を継続的にユーザに提供できるアプリケーションを搭載した．



本稿では，入力支援機能とリマイ

ンド機能を拡張したiコンシェル機

能，音声対話機能とネットワークア

ップデート機能を拡張したマチキャ

ラ機能，音楽プレーヤ機能を拡張し

たiアプリについて解説する．

2. iコンシェル機能の
拡張

2.1 導入背景
2008年秋冬モデルでのサービス開

始以降，お預かりデータの容量拡大

や，ユーザの位置情報との連携によ

る情報配信などの機能を拡張してき

たが，2010-2011冬春モデルにおい

ては，ユーザの直接の意思を移動端

末の中に蓄積し，さらにきめ細やか

なアシストを行うことを目指し，ユ

ーザの行動支援に有効な機能とし

て，スケジューラアプリケーション

の拡張機能を開発した．

2.2 データフォーマットの
拡張

スケジュールデータのフォーマッ

トであるvEventをベースにプロパテ

ィを拡張することにより，スケジュ

ール・テキストメモ・ToDoリスト

のデータフォーマットを統一し，こ

れらのデータ（以下，メモ）をスケ

ジューラアプリケーションで扱うこ

とを可能にした．これにより，ユー

ザがアプリケーションや入力フォー

マットを意識せず，さまざまな情報

を簡易に移動端末へ登録，閲覧する

ことを可能にした．さらに，メモの

作成画面において，VIVID UI＊2コン

テンツを用いた表示を行うことによ

り，異なる機種間での操作性統一を

実現した．

2.3 データ作成時の操作性
向上

ユーザの意思を簡単に移動端末の

中に蓄積できることを目的とし，次

の機能を開発した．

�簡易メモ作成機能

本機能は，待受画面から簡単な操

作でメモを作成可能とする．待受画

面にて，マチキャラがiコンシェル

のトップ画面へ誘導し，iコンシェ

ルのトップ画面から直接 FEP

（Front End Processor）＊3やカメラ機

能を起動し，文字入力やカメラ撮影

を行うだけで，メモを登録可能とす

る．これにより，簡単な操作で，か

つ「移動端末が情報を蓄積してくれ

る」というコンセプトに沿ったメモ

作成のUIを実現した．

�メモ作成時の入力支援機能

メモに対して設定可能な「いつ」

「どこで」「だれと」の情報は，通常，

数字・記号入力や日本語入力で設定

する．本機能ではこれに加え，ユー

ザが入力しそうな「いつ」「どこで」

「だれと」に相当する情報を，ユー

ザデータから予測して候補を一覧表

示し，ユーザがそれを選択するだけ

で入力できるようにする．これによ

り，メモを気軽に使いこなせるよう

になる．

メモの「件名」と「詳細」に入力

された文章から形態素解析で名詞を

抽出し，その中で時間的情報，場所

的情報，人的情報のいずれかに該当

するものを，指定の優先度でヒント

の一覧に表示する．

入力支援機能の処理フローを図1

に示す．入力支援データ抽出コンポ

ーネントは，メモアプリケーション

からテキストデータを受け取り，ヒ

ント一覧を出力するまでの全体的な

処理の流れを制御する．テキストデ

ータはまず，形態素解析コンポーネ

18

＊2 VIVID UI：各種マルチメディアコンテン
ツを統合的に扱うことのできる，UIのプ
ラットフォーム．「VIVIDUI」は㈱アクロ
ディアの登録商標．

＊3 FEP：ここでは，かな日本語入力機能の
こと．
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メモアプリケーション 

入力支援データ抽出コンポーネント 
テキストデータ ヒント一覧 

形態素解析 
コンポーネント 

「いつ」データ抽出 
コンポーネント 

「どこで」データ抽出 
コンポーネント 

「だれと」データ抽出 
コンポーネント 

日付時刻検出 
コンポーネント 

地名検出 
コンポーネント 

人名検出 
コンポーネント 

テキスト 
データ 

テキスト 
データ 

テキスト 
データ 

形態素解析 
エンジン 

辞書への 
付加情報 

一般辞書 

検出語彙 

検出語彙 日付時刻 

カレンダー情報 

検出語彙 住所 検出語彙 人名 

「いつ」 
データ 

「だれと」 
データ 

検出語彙 
テキストデータ 

「どこで」 
データ 

カレンダー情報 
取得API

メールアドレス／ 
電話番号抽出API

テキストデータ 
メールアドレス 
電話番号 

メールアドレス 
人名 検索結果 

電話帳データベース 
検索API

入力支援のための新規開発機能ブロック 

入力支援機能以外の機能ブロック API : Application Programming Interface

検出語彙 
テキストデータ 

検出語彙 
テキストデータ 

図1 入力支援機能処理フロー
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ントに送られる．形態素解析後，名

詞に分類された語彙が，一般辞書お

よび辞書にある付加情報と照合さ

れ，「いつ」「どこで」「だれと」の

いずれかに該当する語彙のみが抽出

されて返される．「いつ」「どこで」

「だれと」の要素で分類された名詞

は，それぞれ「いつ」データ抽出コ

ンポーネント，「どこで」データ抽

出コンポーネント，「だれと」デー

タ抽出コンポーネントに送られ，他

データとの照合や値の置換えをして

最終的な出力の形態に整えられると

ともに，優先順位付けがなされ，入

力支援データ抽出コンポーネントに

返される．

今回の新機能として，送受信メー

ルからのメモ作成が可能となった

が，メールからメモ作成の操作をす

ると，メールの件名と本文が，それ

ぞれメモの件名と詳細に自動反映

されるため，メールの件名と本文か

ら多様なヒントを抽出することが

できる．

2.4 ビューアのカスタマイズ
2008年秋冬モデルにおいては，ス

ケジュールデータのカレンダー表示

にVIVID UIコンテンツを用いるこ

とにより，グラフィカルな表示を実

現した．2010-2011冬春モデルにお

いてはさらに，週ごとの表示などの

拡張や，デコメ絵文字の貼付けなど

のデコレーション機能に対応するこ

とにより，ユーザが移動端末のカレ

ンダー表示を，手帳のようにカスタ

マイズして利用することを実現し

た．画面イメージを図2に示す．

2.5 リマインド機能
ユーザが移動端末に蓄積した情報

を用いて，ユーザの行動をサポート

することを目的とし，リマインド機

能を開発した．

�当日の予定通知機能

本機能は，1日1回ユーザが設定

した任意の時刻に，当日の予定の件

数を通知する．iコンシェルのイベ

ント通知機能を拡張することによ

り，当日の予定件数を通知するメッ

セージを移動端末内で生成し，マチ

キャラコンテンツと連動した待受画

面上でのポップアップ表示と，専用

ビューアでの一覧表示を可能とし

た．また，待受画面上でのポップア

ップメッセージは，季節ごとに文言

を変更できるように，サーバからの

差替え機能にも対応している．

�位置情報やメール受信との連携

機能

本機能は，ユーザが事前にリマイ

ンドをしてほしいエリアを設定して

おくことにより，該当エリアに近づ

いた際に通知する．移動端末におい

ては，メモを保存する際に場所に関

する情報が入力されていた場合，リ

マインド機能を設定するサイトへの

接続を誘導するメッセージを表示す

る．ユーザが設定サイトにてエリア

の設定を行うと，iコンシェルサー

バが位置機能と連携し，ユーザが設

定した場所に近づいた際にダイレク

トメッセージを送信することによ

り，ユーザは待受画面上のポップア

ップで確認することができる．これ

によりユーザは,「○○（場所）で△

△を買う」など，特定の場所で思い

出したいメモのリマインド通知を受

け取ることが可能となる．

また，メールを受信した際に，メ

ール受信表示画面から簡単な操作

で，送信元のメールアドレスがプロ

パティに登録されているメモを表示

する．これにより，場所だけでな

く，人に関連したリマインド機能も
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（a）月画面 （b）週タイムライン画面 

8

8

図2 カレンダーのカスタマイズイメージ
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実現した．

�関連情報追記機能

本機能は，ユーザが移動端末で作

成したメモに関連する，クーポンな

どの利便性の高い情報を付与する．

メモデータに情報を格納できる領域

を用意しており，お預かりを実施し

た際，iコンシェルサーバにてメモ

に記載された文字列を解析し，関連

情報をメモのプロパティに追記する

ことで実現した．

3. マチキャラ機能拡張
3.1 導入背景
2010-2011冬春モデルでは，移動

端末自体の操作性や起動までの導

線の改善に対する解決方法の1つと

して，マチキャラを利用した移動

端末内の操作支援を実現した．具

体的には，ユーザとマチキャラと

の音声による対話を通じて，ユー

ザの使いたい機能へと誘導し起動

するアシスト機能を開発した．音

声での対話は，音声認識機能と音

声合成機能および対話を制御する

音声対話機能とを組み合わせるこ

とにより実現している．

3.2 音声対話機能
音声対話機能の処理フローを図3

に示す．2010-2011冬春モデルでは，

マチキャラからの「ご利用になりた

い機能をお話しください」という問

いかけから対話が開始される．これ

に対して，ユーザは利用したい機能

名称を発話する．ユーザが発話した

音声は，音声認識機能にて，音声か

ら文字列に変換され，音声対話機能

に通知される．音声認識機能は，

2008年秋冬モデルで開発した移動端

末内音声認識＊4[1]を利用している．

音声対話機能に通知された文字列

は，音声対話機能内の対話シナリオ

に記述された起動対象機能のリスト

に照会を行い，該当する機能を一意

に特定できるか否かを判別する．そ

の際，ユーザ発話が正式な機能名称

に完全一致しない場合でも，発話語

20

＊4 移動端末内音声認識：移動端末内に音声
認識エンジンをもち，入力音声から音声
特徴量抽出処理を，音声特徴量から認識
結果変換処理を，すべて移動端末内で完
結して行う音声認識．
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ユーザ 音声対話機能 音声認識機能 音声合成機能 アプリケーション 

機能起動 

ポップアップ表示 読上げ文章通知 

起動時メッセージ生成：「ご利用になりたい機能をお話しください」をユーザに通知 

認識処理（音声から文字列へ変換） 

起動 

発話 

発話 

起動 

ご利用になりたい 
機能をお話しください 

撮りますか？ 
見ますか？ 

カメラを起動します 

写真 

撮る 

対話シナリオ開始 

テキスト通知 

ポップアップ表示 
読上げ文字列通知 テキスト通知 

機能の呼び出し：ユーザ発話から該当機能の起動処理を実行 

不足情報がある場合：不足情報を問いかけるメッセージをユーザに通知 

ポップアップ表示 読上げ文字列通知 テキスト通知 

対話シナリオ終了 起動ID通知 

起動対象機能が特定できた場合：該当機能の起動処理を実行 

合成音通知 
合成音声生成 
（文字列から音声へ変換） 

合成音通知 
合成音声生成 
（文字列から音声へ変換） 

合成音通知 
合成音声生成 
（文字列から音声へ変換） 

認識結果通知 

言語処理（起動対象機能リストへの照会） 

認識処理（音声から文字列へ変換） 
認識結果通知 

言語処理（起動対象機能リストへの照会） 

図3 音声対話機能処理フロー
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彙に含まれるキーワードに近い機能

に誘導したり，既存のガイド機能で

の操作説明に誘導したりする．ま

た，口語的に文章発話した場合や助

詞の有無，さまざまな語尾の言い回

しにも対応することで，ユーザの発

話パターンへの制限を極力なくして

いる．一度の発話で起動対象機能を

特定できない場合は，対話形式で不

足情報をユーザに問いかけることで

情報を補完して，該当機能を特定す

る．起動対象機能を一意に特定でき

た場合は，機能IDを上位アプリケ

ーションに通知して，該当機能を呼

び出す．

ユーザへの問いかけ，あるいはユ

ーザに通知する情報は，対話シナリ

オに記述された情報に従い，状況に

合致した表示文言を音声対話機能か

ら上位アプリケーションに通知する

ことでポップアップに表示し，同時

にマチキャラがユーザに音声で話し

かける．

3.3 音声合成機能
ユーザの音声入力に対して，より

自然な対話形式を実現するため，音

声合成機能を新規開発した．本機能

では，対話シナリオに記述された読

上げ文章を，音声対話機能から音声

合成機能に通知して，合成音声の生

成を行っている．

音声合成は，隠れマルコフモデル

（HMM：Hidden Markov Model）＊5

に基づいた方式を採用しているた

め，事前に録音・生成したデータベ

ースがない場合でも，HMMのパラ

メータを変換することにより，デー

タベース中に存在しない任意の音声

を出力することが可能である．ま

た，HMMはその他の音声合成方式

に比べても，小さいモデルサイズで

実現できることから，メモリサイズ

が限定された移動端末に搭載する方

式として適している．

本方式により，声質やイントネー

ションなどの特徴をもった合成音モ

デルに基づいて，合成音声を生成す

る．マチキャラデータに合成音モデ

ルがある場合は，マチキャラ付随の

モデルを用い，マチキャラデータに

合成音声がない，あるいはマチキャ

ラ設定をOFFにしている場合は，音

声合成機能内の合成エンジンがあら

かじめもっている合成音モデルを用

いて，合成音声が生成される．

3.4 マチキャラネットワー
クアップデート機能

既存のマチキャラ機能は，ユーザ

操作によりブラウザを介してマチキ

ャラコンテンツをダウンロードし，

移動端末に保存しなくてはならな

い．そこで，ユーザが操作しなくて

もマチキャラコンテンツが更新でき

る仕組みとして，マチキャラネット

ワークアップデート機能を開発した

（図4）．

本機能には，ユーザ操作や通知が

不要な自動更新機能と，自動更新に

失敗した場合やユーザが自動更新を

望まない場合のための手動更新機能

がある．

�自動更新機能

自動更新機能のシーケンスを図5

に示す．コンテンツプロバイダが任

意のタイミングで送信する着信通知

を契機に，自動更新機能は起動す

る．移動端末にて更新対象を判断す

ることで，変更のないマチキャラコ

ンテンツの誤更新を防止するため，

着信通知にマチキャラコンテンツご

とに異なるID（以下，CFDID）を

含めている．

既存のマチキャラコンテンツのダ

ウンロードでは，マチキャラメタデ

ータであるMMDファイルをまず取

得し，MMDファイル内の記述情報

を基にマチキャラコンテンツデータ

本体となるCFDファイルを取得す

る．MMDファイルには，CFDファ

イルの取得先URLやファイルサイ
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＊5 隠れマルコフモデル（HMM）：確率モデ
ルの1つで，音声信号の分野においては，
音声スペクトル系列の統計的モデル化手
法として広く利用されている．
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図4 ネットワークアップデート機能
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ズ情報の記載がある．

自動更新機能では，MMDファイ

ルに記載されたCFDファイルサイ

ズに従い，CFDファイルダウンロー

ド前に移動端末内メモリを確保する

ことで，ダウンロード後の保存不可

状態を回避している．移動端末内メ

モリの不足時には，CFDファイルダ

ウンロード前にユーザ通知用のデス

クトップアイコンを表示し，手動更

新に移行する．

更新後のCFDファイルダウンロ

ード完了後，移動端末画面に表示す

るマチキャラコンテンツの設定を，

更新後のマチキャラコンテンツに自

動で変更する．

�手動更新機能

手動更新機能のシーケンスを図6

に示す．手動更新機能は，移動端末

内に保存されたマチキャラコンテン

ツを，ユーザ操作にてブラウザ画面

を介することなく更新可能とする機

能である．ユーザがブラウザ画面を

起動し，マチキャラコンテンツが更

新されているかを確認する手間を省

くことが可能である．

4．iアプリ音楽プレーヤ
機能

4.1 導入背景
データBOXのミュージックフォ

ルダ内の音楽データファイルに，

iアプリからアクセスできるiアプリ

音楽プレーヤ機能を導入した．

従来からiアプリ上で音楽ファイ

ルを再生する機能として，MIDIフ

ァイルなどの演奏情報をiアプリ内

リソースとして用意する方法がある

が，2MBの容量制限のあるiアプリ

環境の中では，大容量の音楽コンテ

ンツを扱うことが難しかった．本機

能では，ネイティブミュージックプ

レーヤが管理する音楽コンテンツデ

ータベースを，iアプリ実行環境に

共有させることで，iアプリの容量

に制限されない音楽再生機能を提供

できるようになった（図7）．また，

本機能と，2009年春夏モデルに導入

した個別課金機能やコンテンツダウ

ンロード機能を組み合わせることに

より，iアプリの中で音楽コンテン

ツの購入，ダウンロード，保存，再

生が一通りできるようになるため，

本機能が，コンテンツプロバイダに

とって新たな収益源となることが期

待される．さらに，本機能とiアプリ

のもつ，さまざまな機能とのマッシ

ュアップ＊6が期待される．iBodymo
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＊6 マッシュアップ：ここでは，複数の異な
るAPIを複合させて1つのサービスを形成
すること.
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取得処理 
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確保 
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URLアクセス 
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取得 
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取得 

確保可 

一致 
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（CFDID通知） 

変化なし 
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フローへ 

図5 自動更新機能フロー

移動端末 コンテンツ 
プロバイダ 

ユーザ操作にて 
手動更新機能 

起動 

更新対応CFD 
ファイルか否か 

MMDファイル 
取得処理 

CFDファイル 
取得処理 

CFDファイル 
画像設定変更 

更新しない 
NO 
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（CFDID通知） 

取得 

URLアクセス 
（CFDID通知） 

取得 
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図6 手動更新機能フロー

iアプリ 

Starプロファイル 
CLDCで規定され 
ているAPI

iアプリ音楽プレーヤ機能 

仮想マシン 

移動端末要求実装層 

iアプリ実行環境 

CLDC : Connected Limited Device Configuration

ネイティブ 
ミュージック 
プレーヤ 

アプリケーション 

音楽再生ソフトウェア 

音楽コンテンツ 
データベース 音楽再生エンジン 

図7 iアプリ音楽プレーヤ機能
システム構成
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に代表されるような統合ウェルネス

アプリもその代表的な例であり，歩

数計やカロリー計算，経路探知ナビ

といった機能に音楽プレーヤの機能

を追加することで，ユーザに対して

新たな付加価値や体験を提供するこ

とが可能になる（図8）．

iアプリ音楽プレーヤ機能は，「音

楽再生制御機能」と「音楽コンテン

ツ管理機能」，「Bluetooth�＊7のA2DP

（Advanced Audio Distribution

Profile）・AVRCP（Audio/Video

Remote Control Profile）機能」にて

構成される．

4.2 音楽再生制御機能
音楽再生制御機能は，音楽再生ソ

フトウェアの状態管理，制御要求発

行，属性情報取得設定，イベント

取得を行う機能である．音楽再生

ソフトウェアは，6つの状態をもち，

iアプリは，音楽再生ソフトウェア

に対して状態遷移を伴う制御要求を

発行する．ｉアプリからの制御要求

と音楽再生ソフトウェアの状態遷移

の関係を図9に示す．また，プレイ

リストや音楽コンテンツ，楽曲の再

生位置をiアプリから指定して制御

を行うことや，iアプリから音楽再

生に必要な属性情報の取得設定が可

能である．具体的には，音量および

楽曲の再生モード（シャッフル／リ

ピート設定を変更する全7種類）を

扱う．iアプリ音楽プレーヤ機能に

23

＊7 Bluetooth�：米国Bluetooth SIG Inc.の登
録商標．
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統合ウェルネスアプリ 

みんなの総距離：0.0 km　ウォーキング 

音楽プレーヤ 

図8 iアプリ音楽プレーヤ機能を利用したiアプリのイメージ

音楽再生ソフトウェア起動中 

1曲送り・戻し要求 

再生位置設定要求 

音楽コンテンツ 
設定なし 

音楽コンテンツ 
設定あり 

早送り・巻き戻し要求 

停止要求 

早送り・巻き戻し要求 

再生要求 

一時停止要求 

早送り・巻き戻し要求 

停止状態 

一時停止状態 

停止要求 

再生要求 

再生要求 

再生位置 
設定要求 

停止要求 
1曲送り・戻し要求 利用不可能状態 

起動要求 
再生状態 早送り状態／巻き戻し状態 

一時停止 
要求 

終了要求 

再生位置設定要求 
1曲送り・戻し要求 

図9 制御要求と音楽再生ソフトウェアの状態遷移

N
TT

 D
O

C
O

M
O

 T
ec

hn
ic

al
 J

ou
rn

al



おいて，音楽再生中の省電力化を可

能とするため，音楽再生中にiアプ

リだけサスペンドできるようにして

いる．例えば，ユーザ操作や画面

の更新が必要なとき以外は iアプ

リをサスペンドし，音楽再生ソフト

ウェアの再生は継続するといった使

い方ができる．iアプリは，起動中

もサスペンドから復帰したときに

も，常に音楽再生ソフトウェアの状

態に変化があったことを検知する必

要があるため，音楽再生ソフトウェ

アは，自らの状態や設定情報の変化

に応じて，iアプリにイベントを通

知する機能を備える．これらのイベ

ントには各種状態遷移に伴うイベン

トのほか，現在再生中の楽曲が切り

替わった場合のイベント，音楽コン

テンツデータベースの更新が必要と

なった場合のイベントおよび各種エ

ラーイベントが含まれる．

4.3 音楽コンテンツ管理機能
音楽コンテンツ管理機能は，ネイ

ティブミュージックプレーヤが管理

する音楽コンテンツデータベースに

対して，iアプリから「アーティス

ト」「アルバム」「ジャンル」を指定

してフィルタリングした音楽コンテ

ンツを取得したり，音楽コンテンツ

がもつ楽曲名，アーティスト名，ジ

ャケット画像などの情報を取得する

機能などを提供する．ネイティブミ

ュージックプレーヤは，本体に記録

された音楽コンテンツのほか，移動

端末に挿入された外部記憶媒体内

のデータを一括して管理するため，

iアプリはこれらの音楽コンテンツ

の保存先を意識せず，コンテンツに

対する処理ができる．

4.4 BluetoothのA2DP・
AVRCP機能

「ジョギングをしながら音楽を聞

きたい」というユーザのニーズに対

応できるように，iアプリ音楽プレ

ーヤ機能はBluetoothのA2DPと

AVRCPに対応した．

�A2DP対応

A2DPは，高品質なオーディオデ

ータを伝送するためのプロファイル

で，主に端末とヘッドフォンなどと

の間で音声ストリームの送受信に利

用されている[2]．iアプリからの音

声出力としては，今回のiアプリ音

楽プレーヤから出力される音声デー

タおよび従来のiアプリ音声をA2DP

経由で，ヘッドフォンなどに送信で

きるようにした．なお，Bluetoothの

音声送信には，有線イヤホンと比較

して数百ミリ秒程度の遅延が発生す

るため，音とユーザ操作の厳密な同

期が求められる音楽系ゲームなども

考慮し，iアプリごとにBluetoothで

の音声出力可否を切り替えられるよ

うにしている．

�AVRCP機能

AVRCPは，ヘッドセットなどに

付属したBluetoothコントローラか

ら，楽曲の再生停止などの信号を移

動端末に送信するためのプロファイ

ルで，携帯音楽プレーヤでよく使わ

れている[3]．Bluetoothコントロー

ラから送信されたAVRCPのイベン

トをiアプリに通知できるようにし，

音楽再生ソフトウェアの操作のほ

か，iアプリの実装により，他の操

作にも利用できるようにした．

5．あとがき
本稿では，入力支援機能とリマイ

ンド機能を拡張したiコンシェル機

能，音声対話機能とネットワークア

ップデート機能を拡張したマチキャ

ラ機能，音楽プレーヤ機能を拡張し

たiアプリについて解説した．今回

開発したアプリケーションにより，

｢使いやすさ｣と「新たな付加価値」

を，バランス良く提供できるサービ

ス基盤を実現することが可能とな

った．

今後も，一層多様化すると考えら

れるサービスや移動端末内にある機

能を，積極的にユーザに活用しても

らえる，また，進化し続けるユーザ

のニーズに応えていけるアプリケー

ションの開発を続けていく．
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