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Palm のすべて 2000年 夏季

説明
Palm OS® プラットフォームのコンポーネントで採用されているテクノロジーの概要をインタラク
ティブに紹介する。このプレゼンテーションでは、すべての Palm Computing®ソリューションを
支える 3 つの主要素であるハンドヘルド コンピュータ、同期処理、そしてハンドヘルドコンピュ
ータと同期するための PC またはネットワークアプリケーションを取り上げる。最終セクションで
は、リモート からのメール送信やグループウェアの同期処理などのエンタープライズモバイル ソ
リューションにまで言及する。

対象
Palm OS®プラットフォームに関して、技術的な情報ではない基本知識 を必要とするユーザ。企業
のセールス チーム、ビジネス開発マネージャ、今後 OEM パートナーやライセンス パートナーと
なる可能性がある企業、情報システム マネージャ、アナリストなど。

システム要件
Windows

• Windows 3.1 以降 (RAM 空き容量 20MB)
• Microsoft PowerPoint 97 以降

Macintosh
• Mac OS 8.0 以降
• Microsoft PowerPoint 98 以降 (最低 60MB の RAM を割り当て)
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概要

モバイルが運ぶ未来 20 分

Palm Computing®ソリューションの主要素

•ハンドヘルド コンピュータ 20 分

•同期機能 30 分
•PC またはネットワーク アプリケーション 30 分

エンタープライズ モバイル ソリューション 30 分

注意: プレゼンテーションの途中でこのページに戻る場合は、各ス
ライドの左上にある Palm Computing®ロゴをクリック。
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モバイル コンピューティングに最も期待されること。それは、情報をいつ
でも、どこででも、安全に、すばやく、簡単に管理できる機能…

管理できる情報は?
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エンタープライズ データ

上記のような主要システム プロバイダからのデータなど。
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メールへのリモート アクセス…
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Web ベースのニュースやデータ…



14

多様なポータブル データベース…
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ボード ゲーム、音楽、画像などのエンターテイメント…

注意: インターネットから、ゲーム、ユーティリティ、トラベル アシ
スタントなど、多彩なフリーウェアやシェアウェアを入手できる。

注意: 詳細については、Palm Computing® の Web サイト
(http://www.palm.com/、http://www.palm-japan.com/) を参照
。オンライン リソースを検索できる。
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そして、もちろんパーソナル データも。
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Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータの成功の鍵
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幅広いニーズと予算に対応する 多彩な Palm Computing®ハンドヘルド コ
ンピュータ:

• 初心者向けの安価なハンドヘルド

• 機能満載のウルトラ ポータブル モデル

• ワイヤレス インターネット アクセス

• 鮮明なカラー スクリーン

注意:  製品の詳細については、Palm Computing® の Web サイ
ト (http://www.palm.com/、 http://www.palm-japan.com/) 
を参照。
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すべての Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータに、厳選された構成
要素を装備:

• 赤外線ポート
• スピーカ

• LCD スクリーン
• フラッシュ ROM
• DRAM

• 省電型プロセッサ
• TCP/IP

• シリアル ポート
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一般的に、完全なコンピュータ システムは次の機能を装備しているとされ
ている:

• キーボード
• 完全な文字認識機能

• 業界標準の PC カード スロット
• 強力なプロセッサ

Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータが、これらを搭載していない
理由は?
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これらの機能を追加すると、

処理速度、サイズ、価格

のメリットの絶妙なバランスが失われるため。
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ハンドヘルド自体はシンプルそのもの
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Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータに別のテクノロジーを組み合
わせると、驚くほど機能性に優れたソリューションを生み出せる。

たとえば、SkyTel Two-Way Text Pager (双方向性ポケベル) と組み合わせ
て作成されたのが BeamLink。これは、メッセージを作成して送信したり、
受信メッセージを読むために使用する Palm Computing®アプリケーション
。
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Satellite Forms と組み合わせると、ゼネコンを対象とした市販アプリケー
ション Punch List が完成。このアプリケーションは、建築現場における作
業指示情報を記録し、情報が更新されるたびに多数の下請け建築業者に自動
送信する。

このソリューションがあるからこそ、ゼネコン担当者は、電話、ファ
ックス、メールでの下請け業者とのコミュニケーションに追われて半
日を無駄にしたり、高価で精密なラップトップ コンピュータを常に携
帯したりする必要がない。
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リアルタイム医療情報システム
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こんなにシンプル

ここまでパワフル…

その秘訣は?
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見えないところで本領を発揮する…

バックエンド システムとの同期処理機能
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設計の飛躍的な改善により、同期処理機能を大幅に強化しながらも、シンプ
ル、高速、精巧なハンドヘルド コンピュータを実現。

ハンドヘルド

ハンドヘルド コンピュータは、シンプル、低コスト、軽量、そして小
型。

同期処理

同期処理では、洗練された変換処理、データのフィルタリング、マー
ジ、バックアップが実行される。

PC またはネットワーク アプリケーション

バックエンドのデータベースですべての企業規模データを管理する。
同期処理に備えてデータの前処理を行うことも可能。



33

すべての Palm Computing®ソリューションに共通して…
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究極のシンプルさから…
PC へのゲームのバックアップなど。
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… 複雑なデータ処理までをカバー

多数の Palm Computing® ハンドヘルド コンピュータが現在、ワイド
エリア ネットワーク (WAN) 上の複数のデータベースとの間で、デー
タを安全に送受信。
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Palm Computing®ハンドヘルドを企業の情報環境で使用することの意義
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メンバーをシームレスに結び付けるシステムにより、ネットワークの価値は
、さらに高まる。
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言い換えれば:

ネットワークの価値は、そのノードを増すごとに、飛躍的に高まる。

Bob Metcalfe

Ethernet 考案者
3Com 共同設立者
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モバイル コンピューティングにより、ビジネスにおけるコミュニケーショ
ンや、企業情報とのインターフェイスに、新たなスタイルが生まれる。
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そこで …

Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータとネットワークの連携とは?
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従来型のネットワークと...

• ハード ケーブル

• 中央集中型の管理ツール

• セキュリティ ツール
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… リモート アクセスの PC 群…
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… ここに Palm Computing®ハンドヘルドを…
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… 新しい接続形態で加える…

• PC 拡張

• 赤外線通信

• スタンドアロン

• サーバー アクセス

• ワイヤレス
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… 従来要件も満たす新ネットワークの完成。

• データ統合
• セキュリティ
• アプリケーション管理

つまり、従来型のネットワークを、Palm Computing®モバイル コンピュー
タを加えることによって強化する。

Palm Computing®モバイル コンピュータを使用して新ネットワークで実現
できること:

• 安全なサーバー経由のネットワーク アクセス。有線アクセスもワイ
ヤレス リモート アクセスも可能。

• 情報や小規模アプリケーションを同僚やクライアントに転送。
• もちろん、単純なパーソナル データ管理も可能。
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企業の情報環境で Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータを使用する
ことの意義を別の観点から考察すると、ハンドヘルドは、すでに確立されて
いる標準のクライアント/サーバー環境に、柔軟性とモバイル機能をもたら
すものであると言える。

各要素の役割はそれぞれ異なるが、相互に補完しあって成立している:

• パーソナル コンピュータで、情報を作成して編集する。

• ネットワークでは、大容量の情報が格納および処理される。

• Palm Computing® ハンドヘルド コンピュータで、リモートから情
報にアクセスして管理する。
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ここからは、Palm Computing®ソリューションの各要素について、さらに
詳しく考察を進める。 まず、Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータ
から。
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赤外線ポート

•標準の IrDA プロトコルを採用

•PC との通信を実現

•IrCOMM 規格準拠のあらゆるデバイス

•ほかのデバイスとの通信も可能

注意: 赤外線ポートは、Palm™ III 以降のすべての Palm™ ハンドヘルド コ
ンピュータに標準装備。
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赤外線ポートは、標準の IrDA プロトコルを実装したシリアル ポートで、さ
まざまなデバイスとの通信を実現する:

•ラップトップ コンピュータ

•携帯電話

•赤外線ポートを装備したプリンタ

•双方向ポケベル

ポイント: 標準 IR の送受信が可能なデバイスであれば、 Palm Computing®

ハンドヘルド コンピュータと通信することができる。
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実社会での可能性…

救急医療チーム (EMT: Emergency Medical Team) が事故現場で患者
に関するデータを収集し、その情報を緊急治療室のスタッフに転送。
情報は病院内でただちに伝達され、患者のカルテ、薬剤部、救急専門
医、ナース ステーションなどに送られる。
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もっと一般的な例では、アドレス帳のデータ交換がある。Palm 
Computing®ハンドヘルド コンピュータを別のハンドヘルドに向け、[アド
レス帳] ボタンを 2 秒間押すだけで、データを簡単に共有できる。

受信側では、データを受信するかどうかを選択できる。また、受信し
たデータを編集することもできる。
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スピーカ

• Palm OS® が非同期の音
(異なるタイミングで開始および終了する音) をサポート

• 音量設定や警告音の選択も自在

• サードパーティのソフトウェアで MIDI 音源の録音と再生が可能
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Palm Computing® ハンドヘルドを音楽ノートとして使用すれば、標準の
MIDI ファイルを記録および再生できる。これらのファイルをデジタル音楽
システムに送信して、さらに処理することも可能。
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LCD スクリーン:

• 160 x 160 ピクセル

• ハイコントラスト

• 読みやすい鮮明画面

Palm Computing®のデザインのすべてに共通する “小型、省電力” という
基本コンセプトを、スクリーンにも採用。
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Palm Computing®の主要アプリケーションはモノクロだが、スクリーンは
グレースケール表示に対応している。

注意: スクリーン サイズよりも大きなグレースケール地図も
使用できる。
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写真を表示することもできる。

最新モデルでは最大 16 階調のグレースケールをサポート:

• Palm™ IIIx

• Palm™ V
• Palm™ Vx
• Palm™ VII
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新しい Palm™ IIIc のポイントは、12,000 色のカラーパレットから選択し
た 256 色で表示するカラー スクリーン。
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フラッシュ ROM には、Palm OS® および付属アプリケーションがすべて格
納されている。

Palm Computing®フラッシュ ROM ユーティリティを使用すると、ハード
ウェアを交換することなく、 Palm OS®と付属のアプリケーションを更新可
能。

注意: OEM パートナーやライセンス パートナーは、
Palm Computing® のガイダンスに準拠したうえで、
次の処理を実行できる:

• 標準の付属アプリケーションを独自のバージョンに交換
• 不要アプリケーションの削除

• カスタム アプリケーションの追加
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付属アプリケーション:

• 予定表
• アドレス帳

• To Do 項目
• メモ

• 支払メモ
• 電卓
• メール
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フラッシュ ROM の利点:

• Palm OS® や付属アプリケーションとパーソナル データを個別に格
納できる。

• 新しいハンドヘルドを購入することなく、Palm OS® と付属アプリ
ケーションを更新可能。

• Palm Computing® OEM パートナーやライセンス パートナーは、
ROM の空き容量にカスタム アプリケーションや必要なデータ ファ
イルを格納できる。
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プログラマは、Palm OS® のフォームとフォーム オブジェクトを使用して、
すばやく簡単に独自のアプリケーションのユーザ インターフェイスを構築
できる。
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フォーム オブジェクト:

•ボタン

•チェックボックス

•セレクタ

•ラベルとフィールド

•ピッカー

(次のスライドに続く)
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その他のユーザ インターフェイス要素

• メニュー

• ダイアログ/警告

• 表およびリスト

• カスタム ピッカー
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Palm OS® 内蔵データベース エンジン:

• 付属アプリケーションすべての基盤。
• 高速でコンパクト、信頼性に優れ、コード記述も簡単。

最大の利点:

• エンジンを使用するすべてのアプリケーションを検索できる。
• アドレス帳を、いつでも、どのアプリケーションからでも使用でき

る。

• シンプルなフォーム ツールを使用して、精巧なアプリケーションを
作成できる。

• 内蔵データベースを使用するすべてのアプリケーションで
HotSync® 同期処理が自動的に実行される。

注意: 短所:



• RDBMS 構造では、カスタム コーディングが必要。

• 64K を超すレコードには、カスタム コーディングが必要
。
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Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータでは、DRAM が効率的に活用
されている。

• 通常のアプリケーション サイズは 50K

• 新しい Palm Computing® ハンドヘルド コンピュータは 2 MB から
8 MB の DRAM を搭載
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一般ユーザが Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータを使用する場合
、2 MB の DRAM で…

• アドレス 6,000  件
• 予定 3,000 件

• To Do 1,500 項目
• メモ 1,500 ページ
• メール 200 通

これだけの情報をすべて格納できる!

注意: 上記の数値は、To Do 項目、メモ、メールがそれぞれ、およ
そ半角 128 文字であると想定して算出。
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精巧に構築されているプログラムは、RAM の消費量が少ない。

たとえば、このチェス プログラムの場合、必要な RAM 容量は 50 キロバイ
ト未満。
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この Web チャンネル管理プログラムに必要な RAM 容量は 200 キロバイト
未満。

(ただし、Web ページの表示用にさらにメモリが必要…)
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Motorola Dragonball プロセッサを搭載。このプロセッサは、

初代 Macintosh コンピュータに搭載された 68000 プロセッサの省電力バ
ージョン。
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Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータは、次の構成要素すべてが省
電設計:

• プロセッサ
• スクリーン
• メモリ

• シリアル ポート

鍵を握るテクノロジー、Palm OS® Power Manager。
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Palm OS® Power Manager

• アルカリ電池の電力残量曲線を推測する。

• イベント キューが空になると即座にスリープ状態になる。

• 1 〜 3 秒後にスクリーンの電源も切断する。

• DRAM のデータを最低 1 週間は保持する。

• HotSync® 同期処理を少なくとも 1 度は実行できる電力量を
保持する。
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長い電池寿命 — 月単位での使用が可能な省電設計

注意: Palm Computing® ハンドヘルド コンピュータには、最低 1 分
間分のバックアップ電力が保持されているため、情報を失うことなく
電池を交換できる。もちろん、HotSync®を使用すれば、情報が失わ
れた場合でも、いつでも復元可能。
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Palm OS® 3.0 以降には TCP/IP スタックを実装

• これにより、PPP またはワイヤレスによって TCP/IP ネットワーク
に接続し、ネットワーク上で同期処理を実行できる。

• 接続が確立すると、メールの送受信、インターネットの参照、IRC 
セッションへの参加、Web チャンネルの更新などを実行可能。

注意: Palm Computing® Pilot Pro は、 TCP/IP スタックを初め
て実装した Palm Computing® ハンドヘルド コンピュータ。
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TCP/IP の実装によって、ハンドヘルドからのアクセス範囲が、自分のパー
ソナル コンピュータに限らず、インターネットや企業のデータ環境にまで
拡大する。

図の下部では、企業データにアクセスする多様な方法を示している:

• PC のシリアル クレードル
• PC のモデム
• Palm Computing® Ethernet クレードル

• リモート アクセス サーバー
• 安全な構成からインターネットを経由

注意: 同期処理サーバーについては、このプレゼンテーションの別の
セクションで説明する。
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すべての Palm Computing® ハンドヘルド コンピュータに、標準 RS-232
ポートを装備。このポートを使用して、シリアル ポートを備えた他のデバ
イスに接続可能:

• コンピュータ
• プリンタ

• 携帯電話
• 専用機器

サードパーティの USB アダプタも利用できる。
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たとえば、シリアル ポートを使用して PC との同期処理を実行できる。接続
には、クレードルまたは HotSync® ケーブルを使用する。
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シリアル ポートを使用して、データの送受信が可能な GSM 携帯電話と接続
することも可能。
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シリアル ポートに接続して使用できる幅広いアドオン:

• Palm Computing® 折りたたみ式キーボード

• Rand McNally や DeLorme のマッピング ソリューションを搭載し
た GPS

• Kodak PalmPix カラー デジタル カメラ

• ポータブル プリンタ
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USB ポートしか装備していないコンピュータ用に USB アダプタも用意。

例:
• シリアル ポートのない PC

• Macintosh の新しいデスクトップおよびラップトップ コンピュータ
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ここからは、Palm Computing®ソリューションの 2 本目の柱、同期処理を
説明する。

これまで見てきたように、同期処理は、シンプルな Palm Computing® ソリ
ューションの裏に秘められたパワフルな機能。
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同期処理には、標準的な同期処理とサーバー同期処理の 2 種類がある。

標準的な同期処理では、一度に 1 台の Palm Computing®ハンドヘルド コ
ンピュータを同期する。

サーバー同期処理では、ネットワーク上またはリモート アクセス経由で、
複数の Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータの同期処理を並行して
実行する。
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標準的な同期処理は、ユーザの PC 上で、HotSync® マネージャというバッ
クグラウンド プロセスによって実行される。Palm Computing®ハンドヘル
ド コンピュータ上の HotSync® クライアントが同期処理を開始すると、
HotSync® マネージャがコンジットと呼ばれるソフトウェア モジュールを順
次読み込み、Palm Computing®アプリケーションおよびファイルと、PC ま
たはネットワーク上でそれぞれに対応するデータとの実質的な同期処理を実
行する。

通常、 Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータ上の HotSync® クラ
イアントは、 Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータを専用クレード
ルに置き、 HotSync®ボタンを押すだけで簡単に起動できる。

この例では、4 つの Palm Computing®汎用アプリケーションを、4 つの
HotSync® コンジットを経由して PC またはネットワーク上のアプリケーシ
ョンと同期処理している。

注意: Windows 環境での HotSync® マネージャの場所は、システム トレイまたは
Palm Computing® デスクトップ アプリケーションの格納フォルダ。

注意: Mac OS 環境では、Serial Port Monitor というバックグラウンド アプリケー



ションが同期処理を実行。このアプリケーションの要/不要は、Palm 
Computing®フォルダに格納されている HotSync®マネージャで設定
できる。
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Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータを Palm Computing®デスク
トップのアプリケーションと同期するためにインストールされたコンジット
は、サードパーティのコンジットで上書きすることができる。サードパーテ
ィのコンジットを使用すると、他のデスクトップ PIM アプリケーションや
、Lotus などのネットワーク ベースのグループウェアと同期可能。
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サードパーティ各社から幅広いコンジット
ソフトウェアが市販されている。

注意: 製品の詳細については、『Palm Software & Resource Guide』
または Palm Computing® Web サイト (http://www.palm.com/、
http://www.palm-japan.com/) を参照。
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Palm Desktop ソフトウェアで複数ユーザの同時処理が可能になる。

各ユーザは、一度に 1 つの同期処理を実行。
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フレキシブルで簡単なデータ接続方法
• 一般ユーザが同期処理を実行する場合、シリアル クレードルを使用

する方法が最も簡単。Palm Computing® ハンドヘルド コンピュー
タをクレードルに設置して、 HotSync®ボタンを押すだけ。

注意: シリアル クレードルが手元にないときでも、HotSync® ケ
ーブルを使用して、Palm Computing® ハンドヘルド上の
HotSync® アプリケーションの同期を開始できる。

• 赤外線ポートを備えたデスクトップまたはラップトップ コンピュー
タと同期する場合は、赤外線ポートを使用する。

注意: Palm Computing® ハンドヘルド上の設定と、PC 上の
HotSync® マネージャの設定の両方を変更する必要あり。

• GSM 携帯電話をモデムとして使用できる。
注意: モデルによっては、 Palm Computing® ハンドヘルドにソ
フトウェア モデムまたはソフトウェア ドライバをインストール
する必要あり。

• 各種の有線モデムおよびワイヤレス モデムを使用できる。
• そして、新しい Ethernet クレードルを使用すると、TCP/IP ネット



ワーク上の PC や同期処理サーバーとの同期処理を実行で
きる。
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最大の効果を発揮するエンタープライズ ソリューションはサーバー
同期処理。

多数のユーザが、デスクトップ、Ethernet クレードル、ワイヤレス ネット
ワーク、リモート アクセスなどを経由して企業デー
タにアクセスできる。

アクセス権限を中枢で管理、監視できる点も非常に重要。
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標準的な同期処理とサーバー同期処理のアーキテクチャが統合されるまでは
、サーバー同期処理には、 Palm Computing®ハンドヘルド上に追加クライ
アントが必要。

したがって、パーソナル データと企業データを両方とも Palm Computing®

ハンドヘルドで同期するには、2 回同期する必要がある。1 回目は標準的な
HotSync® 同期処理、そして 2 回目は同期処理サーバーを介した処理。

この例では、 HotSync® クライアントを介して 2 つの Palm Computing®汎
用アプリケーションを PC またはネットワーク上のアプリケーションと同期
し、その他 2 つをサーバー同期処理クライアントを介して処理している。

一部の Palm Computing®アプリケーションは、ユーザが物理的にネットワ
ークに接続しているときは HotSync® クライアント、リモート接続している
ときはサーバー同期処理クライアントを介して同期する。
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サーバーの管理方法と個々の PC の設定等によって、デスクトップ同期とサ
ーバー経由の同期では相違が発生することがある。

この例では、ユーザはデスクトップ同期ではすべてのものを同期可能だが…

… サーバー経由のリモート同期ではアドレス帳、ToDo、メモの同期はでき
ない。
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サーバー同期には 2 種類ある。

1) サーバーと直接処理

• Palm Computing® ハンドヘルドはリモート アクセスまたはワイヤ
レス接続

• 各 Palm Computing® ハンドヘルドはサーバーが認証、識別
• 複数ユーザに対応するため、ソリューションはスケーラブル (拡張

可能) でなければならない

2) デスクトップ プロキシ経由

• プロキシ (通常はユーザの PC) はネットワークで認証

• プロキシは Palm Computing® ハンドヘルドの通過ポイントとして
機能

• 通常はデスクトップを使用しているユーザに最適の形態
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コンジットが同期処理の要となる機能であることはすでに説明した。

コンジットの機能は?

• シンプルなバックアップ
• アップロードおよびダウンロード

• ミラー イメージ同期処理
• トランザクション処理
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シンプルなバックアップにより、 Palm Computing®ファイルやアプリケー
ションがユーザ PC やネットワーク サーバーにコピーされる。

注意: バックアップ ビットが True に設定されているファイルだけが
バックアップされる。このビットの設定には、 BackUp Buddy ユーテ
ィリティを使用する。
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ミラー イメージ同期は、通常の人が「同期」と聞いて思い浮かべる処理そ
のもの。

• Palm Computing® ハンドヘルド上でレコードが変更されると、サー
バー上の同レコードが更新される。

• サーバー上のレコードが変更されると、 Palm Computing® ハンド
ヘルド上の同レコードが更新される。

• Palm Computing® ハンドヘルドとサーバー上で同じレコードが変更
されると、最新のレコードが同期に使用される。
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コンジットでは、ファイルのアップロード/ダウンロードが可能。

たとえば、マーケット リサーチャーや店舗担当者は、フォーム ベー
スの Palm Computing® アプリケーションを使用して情報を収集でき
る。結果は日ごと、または週ごとにアップロードするよう指定可能。
新しい情報収集用のフォームも、 Palm Computing® ハンドヘルドに
ダウンロードできる。
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コンジットでは、トランザクションを処理し、同期処理の実行中にリアルタ
イムまたはバッチで結果をロジック判定可能。

同期コンジットでデータをアップロードし、結果判定をネットワーク
アプリケーションに委ねることもできる。

ただし、既存のレガシ システムを修正するよりも、コンジットでビジ
ネス ロジックを実行して処理する方が簡単。
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コンジットには、大きく分類して以下の 3 種類がある。

• 構成可能

• スクリプト処理可能

• プログラミング可能

ただし、この分類は非常にあいまいなものなので注意が必要…
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3 種類のコンジット:

構成可能

ユーザにコンジットの制御機能を提供するために用意されたパッケー
ジ ルーチン。たとえば、コンジットの再インストールなしに、同期処
理対象のデスクトップ メール システムを指定可能にするルーチンが
ある。

注意: Palm Computing® のデフォルトのコンジットのほとんど
は構成可能。

スクリプト処理可能

スクリプト言語で記述され、同期処理の間のロジック実行などに使用
できるコンジット。通常、スクリプト言語は拡張可能なので、言語に
プログラミングで新しい機能を追加できる。

プログラミング可能



C や C++ のような比較的新しいプログラミング言語で記述
される。豊かなプログラミング経験や洗練されたプログラミ
ング ツールが必要。
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設計上のトレードオフ

構成可能

• 素早く、簡単に導入可能。
• ただし、ニーズに合致する製品でなければならない。

スクリプト処理可能

• 管理プログラムでユーザを管理。
• 一致データ検出のための規則を管理。

• スクリプトによる機能追加が可能。

プログラミング可能

• 独自のコンジットをコードで記述してコンパイル。

• 自由度が高い。
• プログラミング技術も必要だが、多彩なニーズに対応できる利点も。
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設計上のトレードオフは、

“難易度” 対 “自由度と処理能力” であると言える。
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現在入手、使用可能なサーバー同期処理製品は、上のように分類できる

注意: 2000 年 4 月現在

HotSync® Server は、Palm Computing®, Inc. 社の新製品。

*          *         *

DB 2 Everywhere、Oracle 8i Lite、および UltraLite に関する技術的メモ
• 上記 3 製品は、コンジットの記述に使用するコード ライブラリ。記

述したコンジットは任意の SQL データベースの同期処理に使用でき
るが、それぞれの製品の開発元会社のデータベース製品に最適化さ
れている。

• また、HotSync® Server や Mobile Connect のような他のサーバー
同期処理製品も上記のコード ライブラリを利用せずにSQL データベ
ースとの同期に使用可能。
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サーバー同期処理には、以下の 2 つの重要なバリエーションが存在する:

• トランザクション処理

• Palm™ VII Web クリッピング
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トランザクション処理に必要なもの:

• Palm Computing®クライアント アプリケーション:

• トランザクションを開始
• 結果を表示

• 同期サーバー:

• 複数の Palm Computing® クライアントを同時認証
• Palm Computing® クライアントのトランザクションと、それ

に対するネットワーク アプリケーションの応答のルーティン
グ

• ネットワーク アプリケーション:

• 同期サーバーのリクエストを有効なクライアントとして認識

• モバイル クライアントのため応答を仮フォーマット/フィルタ
可能



注意: トランザクションは、リアルタイム、バッチのいず
れでも処理可能
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モバイル ハンドヘルド (特に転送速度の速くないワイヤレス接続におけるも
の) の使用モデルは、クエリと応答表示に求めることができる:

• Palm Computing® アプリケーションからサーバーに短いクエリを送
信。

• サーバーがクエリを処理し、短い応答を作成。

• Palm Computing® アプリケーションが応答を表示。

Web フォームを備えた Web ブラウザや、カスタム Palm Computing®アプ
リケーションをハンドヘルド側のアプリケーションとして利用可能。
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Palm™ VII Web クリッピングは、効率的なトランザクション処理の好例。

1. ユーザが Palm Computing® ハンドヘルドでローカルに格納されている
クエリ アプリケーションを開き、フォームに入力して [検索] をタップ
する。

2. クエリ フォームのフィールドに入力されたデータだけが Palm.Net™
データ センターのサーバーに送信される。サーバーはフル クエリをビ
ルドし、適切なネットワーク サーバーに送信する。

3. ネットワーク サーバーが Palm.Net™サーバーに応答し、 Palm.Net™
サーバーが不要なデータをすべて削除してこのテキストを Palm 
Computing® ハンドヘルドに送信する。

4. Palm Computing® ハンドヘルドが応答テキストを受信し、結果を表示
する。
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この例では、医師が患者の精密検査の結果をリクエストしている。

検査結果を見たあと、さらに追加の検査を依頼。

サーバーによってリクエストが病院内でルーティングされ、リクエス
トの結果が確認される。
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上に示すのは、Palm™ VII トランザクションの詳細な構造図:
• Palm™ VII が Certicom の省略型暗号化テクノロジーを使用してクエリ

テキストを暗号化し、Bell South ポケベル ネットワークに送信。
• Bell South は暗号化されたクエリを Palm.Net™ データ センターに転送

。

• Palm.Net™データ センターのサーバーはクエリをインターネット サー
バーからのリクエストの形式に変換。このリクエストは、必要に応じて
SSl のようなインターネット標準のセキュリティ プロトコルで暗号化さ
れる。

• インターネット サーバーが Palm.Net™サーバーからのリクエストに応
答。この応答も、必要に応じてセキュリティ保護される。

• Palm.Net™サーバー は受信した応答を Certicom の省略型暗号化テクノ
ロジーで暗号化し、 Bell South ポケベル ネットワークに送信。

• Bell South は暗号化された応答を Palm™ VII ユーザに送信。

• Palm™ VII クエリ アプリケーションが応答を解読。ユーザーに結果表示
。

注意:省略型暗号化の詳細については、 Certicom 社 Web サイト



(http://www.certicom.com/) を参照。
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インターネット標準のセキュリティ プロトコルより高いレベルのセキュリ
ティを必要とする企業クライアントは、リース契約のケーブルや仮想プライ
ベート ネットワークを使用したプライベート リンクを Palm.Net™データ
センターとの間に構築することもできる。

注意:  理論的には、この接続形態は携帯電話やその他のワイヤレス デ
ータ通信デバイスにも適用可能。
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Palm™ VII ハンドヘルド コンピュータは、 Bell South のポケベル ネットワ
ークを利用できるあらゆる地域で使用できる。

このネットワークは、米国全土の主要都市部をすべてカバーする。

注意:詳細については、 Palm.Net™の Web サイト
(http://www.palm.net/) を参照。
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ここでは、Palm Computing®ソリューションの 3 本目の柱となる PC または
ネットワーク アプリケーションを説明する。 Palm Computing®ハンドヘル
ド コンピュータは、これらのアプリケーションとの間で同期を行う。
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上は、最初の説明で使用した図。

ハンドヘルド コンピュータ自体をシンプルで高速、エレガントなものにする
ため、パワーを必要とするタスクを同期によって処理するのは、 Palm 
Computing®の設計の基本的な思想。

ハンドヘルド

ハンドヘルドコンピュータはシンプル、低コスト、軽量、そして小型。

同期処理

同期処理では、洗練された変換処理、データ フィルタリング、マージ、
バックアップが実行される。

PC またはネットワーク アプリケーション

バックエンドのデータベースですべての企業規模データを管理する。同
期処理に備えてデータの前処理を行うことも可能。
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エンタープライズ向けの Palm Computing®ソリューションでは、演算中心
の処理は通常 PC またはネットワーク アプリケーションで行われる。

このアプリケーションは、理想的には以下の機能を持つ:

• 可能な限りのデータをあらかじめ演算処理

• Palm Computing® アプリケーションが必要とする基本データだけを
同期

例をいくつか挙げてみると…
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各セクションにジャンプするには、該当するトピックをクリック。

左上にある Palm Computing®ロゴをクリックすると、概要ページが開く。
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Palm Computing®ハンドヘルド コンピュータは、主要な PIM アプリケーシ
ョンと同期可能

そのうち、最も注目されるのは Lotus Notes および Microsoft 
Outook。

また、Palm Computing®Desktop ソフトウェアの [ファイルリンク] コマ
ンドを使用して、アドレス帳やメモ帳 アプリケーションのカテゴリをネッ
トワーク ベースのテキスト ファイルと同期できる

このシンプルなソリューションにより、社内のすべての人がアドレス
帳やニュース、競合製品/会社情報といった多彩な情報を複雑なサーバ
ー ソリューションなしに共有できる。

注意: ユーザによって追加、変更されたレコードは、ファイルリンク
による同期処理中も保持される。
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ファイルリンクは、以下の簡単な 3 ステップでセットアップ可能

1 アドレス帳またはメモ帳アプリケーションを選択

2 リンク先となるテキストを指定

3 アドレス帳またはメモ帳で使用するカテゴリを
ファイルリンクに指定
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ファイルリンクでは、テキスト ファイル更新時にデフォルトで同期処理が
実行される。

ファイルリンクの定期的な同期処理スケジュールを指定することも可
能:

• 毎日

• 毎週
• 毎月

また、 ファイルリンクを一時的に無効にすることもできる。
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Documents To Go を使用すると、デスクトップの Excel、Word、またはテキ
スト ファイルを Palm Computing®ハンドヘルド上で表示できる。

1 デスクトップ ファイルを PC 上の Documents To Go アプリケーション
にドラッグする。

2 同期処理を実行する。

3 WordView または SheetView アプリケーションでドキュメントを表示
。

*         *          *

注意: サードパーティ製の新規アプリケーション Retriever を使用する
と、Palm Computing® ハンドヘルドでデスクトップ ファイルを表示、



編集可能。
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Palm Computing®メールは柔軟さが特長。以下の 4 種類の方法で Palm 
Computing®ハンドヘルドにメールを取り込み可能:

1 デスクトップのメール クライアントとの同期

2 以下のようなグループウェアとの直接同期:

• Lotus Notes
• MS Outlook および Exchange

3 各種の接続形態でインターネット サービス プロバイダを使用:

• 有線
• ワイヤレス
• 携帯電話
• 双方向性ポケベル

4 Palm™ VII の iMessenger アプリケーションと Palm.Net™を使用



上記の各形態について、以降に説明する…
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Palm™ ハンドヘルドを使用してデスクトップのメールを処理する場合、同期
は次の 2 つのステップで実行される:

まず、Palm™ ハンドヘルドのメール リーダを標準の HotSync® 同期処
理でデスクトップ コンピュータのメール クライアントと同期する。

次に、デスクトップ コンピュータのメール クライアントがネットワー
ク経由でメールを処理する。

注意:  Palm™メール リーダ アプリケーションの設定を使用して
、あらかじめ設定したリストに含まれている人からのメールや緊
急とマーキングされているメールだけを受け取るなど、デスクト
ップ メールをフィルタリングできる。

注意: Palm™メール リーダでは添付ファイルは処理されないが、
ハンドヘルドで削除されるメールは、デフォルトではメール サー
バー上に保存される。



150

Palm™ ハンドヘルド コンピュータは、 Microsoft Outlook や Lotus Notes
など、すべての主要なメール クライアントとの同期をサポートしている。
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さまざまな形態での PC 接続がサポートされている:

1 PC に接続したシリアル クレードル

2 PC へのリモート アクセス

3 同じネットワークに接続した Ethernet クレードル

4 リモート アクセス サーバーへのリモート アクセス
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4 種類の形式のモデムが使用できる:

1 スナップオン有線形式
注意: Palm Computing, Inc. 社から販売されているスナップオン有線形式のモデム:

• Palm™ III 対応版

• Palm™V 対応版

2 スナップオンワイヤレス形式

ワイヤレス プロバイダのサービスのセットアップが必要。
3 外付モデム

Palm Computing, Inc. 社のモデム ケーブルを使用し、任意の標準デス
クトップ モデムを使用可能。

4 携帯電話

携帯電話のモデルにより、 Palm Computing® ハンドヘルドの接続に
オプションのケーブル キットが必要な場合と、赤外線接続が可能な場
合がある。

モデムが内蔵されていない場合でも、 Palm Computing® ハンドヘル



ドにインストールしたソフトウェア モデムを利用可能な機
種もある。
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2 種類のサーバー同期処理について前の説明をもう一度思い出してみよう:

1)サーバーと直接処理

• Palm Computing® ハンドヘルドはリモート アクセスまたはワイヤ
レス接続

• 各 Palm Computing® ハンドヘルドはサーバーが認証、識別
• 複数ユーザに対応するため、ソリューションはスケーラブル (拡張

可能) でなければならない

2)デスクトップ プロキシ経由

• プロキシ (通常はユーザの PC) はネットワークで認証

• プロキシは Palm Computing® ハンドヘルドの通過ポイントとして
機能

• 通常はデスクトップを使用しているユーザに最適の形態
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同期のためのサーバーとの接続方法は、PC との接続と同じ:

1 シリアル クレードル

2 PC 経由のリモート アクセス

3 Ethernet クレードル

4 リモート アクセス サーバーへのリモート アクセス
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インターネット メールの送受信方法も多彩にサポートされている:

有線モデム

モデム経由、標準電話回線を使用する最も一般的と考えられるリモート
メールの形態。

ワイヤレス モデム

ワイヤレス モデムを使用し、電話回線ではなく無線で接続する。それ以
外の部分では、有線モデム経由の接続と同じ形態の処理。

携帯電話

モデム内蔵、または Palm Computing® ハンドヘルドにインストールし
たソフトウェア モデムを使用できる機種で利用可能な接続。

双方向性ポケベル

双方向性ポケベルの中には、ポケベルのネットワークを使用してテキス
ト メールを送受信するメール ポータルとして機能するものがある。
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デスクトップやグループウェアのメール システムには、外部 アカウントへのメ
ール転送をサポートしているものがある。

メール フィルタを作成し、 重要度の高いメールだけを Palm™ VII のアカウン
トへ転送するのが理想的な使用方法。

注意: iMessenger では添付ファイルは処理されないため、メール転送の際
にはオリジナルをデスクトップに保存するよう設定する必要がある。
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最大の効果を発揮するエンタープライズ ソリューションはサーバー同期処理。

多数のユーザが、デスクトップ、Ethernet クレードル、ワイヤレス ネットワー
ク、リモート アクセスなどを経由して企業データにアクセスできる。

アクセス権限を中枢で管理、監視できる点も非常に重要。
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Palm™ のエンタープライズ ソリューションの重要な要素となるデータベー
スには、ネットワーク ベース、デスクトップ ベースの 2 種類がある。

ODBC 準拠の任意のデータベースを利用可能。

注意:  ODBC は「オープン データベース 接続性
(Open Database Connectivity) 」の頭辞語
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ODBC とは ?

データベースのための変換処理プログラム。

ODBC (Open Database Connectivity) により、ほとんどのデータベ
ースとのデータ交換が可能になる。
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一般的な SQL データベースのアクセス例は以下のとおり。

通常と同様、ソリューションはハンドヘルド、同期処理、および PC 
とネットワーク アプリケーションの 3 要素で構成される。 演算処理
中心のパワーを要する処理は同期サーバーかネットワーク アプリケー
ション、またはその双方が担当する。

ハンドヘルド

メイン データベースのデータは、部分的に各 Palm™ハンドヘルドに
保存される。データを保持するアプリケーションは、 Palm OS® API
とカスタム データベース API で記述される。

同期処理

標準同期、またはサーバー同期のいずれかの形態で行われる。コード
を効率的なものにするには、データベース API を使用して HotSync®
コンジットまたはサーバー上で実行されるソフトウェアを記述する。

PC またはネットワーク アプリケーション

演算処理中心のパワーを要する処理をどこで担当するかにより、ソリ
ューションのモバイル性を維持するためのカスタム レポートやデータ



構造を PC またはネットワーク アプリケーションで提供する
場合もある。
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AvantGo™ は、 Palm™ ハンドヘルドで使用するオフラインの Web ブラウ
ザ クライアントと、そのクライアントで表示するためにネットワーク デー
タを HTML 形式に再パッケージ化するサーバーで構成されるソリューショ
ン。

1 まず、デスクトップ ソフトウェアを使用して購読する Web チャン
ネルを指定する。チャンネルは、ハンドヘルド コンピュータで表
示することを前提にあらかじめ書式設定されている Web ページ。

注意: 任意の Web サイトからチャンネルを作成することもでき
る。 Palm Computing® ハンドヘルドに送信されるデータの総量
や同期する Web サイトのレベルの制限、グラフィックを同期す
るかどうかなどを設定可能。

2 次に、通常と同じ手順で HotSync® 同期処理を実行する。

企業環境では、デスクトップ経由、リモート アクセス サーバー経由、ファ



イヤウォール経由のワイヤレス接続が可能。
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ありがとうございました !

何かご質問は ?
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よりシンプルであることこそ、本当に望まれていることなのです。
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