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P05021 

 
（高度情報通信機器・デバイス基盤プログラム・省エネルギー技術開発プログラム） 

デジタル情報機器相互運用基盤プロジェクト 

「デジタル情報機器の統合リモート管理基盤技術の開発」基本計画 

 

電子・情報技術開発部 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

国民生活及び国民経済における情報通信技術（IT）利活用を促し、より豊かな国民生活及び経済活

力基盤の向上の実現を図るため、ユーザが利用する情報家電等の利便性向上、省エネルギー化及び高

機能化等を図るために必要となる技術等の開発が求められている。また、情報家電は日本経済の将来

の発展を支える重要分野として経済産業省の新産業創造戦略（平成１６年５月）の中で、戦略 7 分野

の一つに位置付けられている。このような背景のもと、本プロジェクトは、ユーザが利用する情報家

電等の利便性向上、特に利用者がいつでもどこでも安心して接続して使え、誰にでも使いやすいよう

な情報家電・ホームネットワークを実現する基盤技術を平成 19 年度までに確立するために、高度情

報通信機器・デバイス基盤プログラムの一環として実施する。 

平成 15 年 4 月に経済産業省から発表された「情報家電の市場化戦略に関する研究会の基本戦略報

告書」(e-Life イニシアティブ)では、２００７年(平成１９年)までに我が国の全ての世帯に複数の情報

家電が普及・活用されることにより、国民の生活様式を変革するという目標を掲げている。家庭内の

デジタルテレビ、デジタルビデオレコーダなどで映画や音楽を楽しみ、健康相談、遠隔教育、行政

サービスなど様々なサービスを享受し、家族や地域とのコミュニケーションを深め、屋外から戸締り

や訪問者の確認をできるようにするなど、安全・快適で生活の質を高められる社会の実現を目指して

いる。 

このためには解決すべき課題がいくつかある。国民が専門的な知識がなくても情報家電を安全に安

心して利用でき、メーカを問わずネットワークや機器間で相互接続性が確保され、多様な企業やサー

ビス事業者がビジネスに参入できる環境を整える必要がある。また、あらゆるデジタル情報機器が

ネットワークに接続されるため、ソフトウェアを内蔵した機器のアフターケアが大きな問題となり、

情報機器の安定稼動のためには悪意のユーザからの防御が必要となり、リモート管理等のシステム管

理基盤の確立が不可欠となる。さらには魅力あるサービスが簡単に見つけられ、快適に利用できるよ

うにすることも求められる。本プロジェクトはこれらの課題を解決する基盤技術の開発を行うことを

目的とする。 

本技術の確立により、情報家電の普及・活用が促進され、国民の生活様式の変革に資する効果が期

待される。 

  ・家庭の消費者は、機器の導入利用の手間が軽減し、セキュリティが確保され、多様なサービス

を享受できる。 

  ・機器/システム等のリモート管理が容易となる。 

  ・個別の家庭のみならず、広域的な省エネの取り組みが可能となる。 

また、システム管理技術の国際標準化に寄与する。  
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（２）研究開発の目標 

専門的知識がなくても家庭内の様々なデジタル情報機器を複数のベンダ製品が混在する環境下にお

いて、安心して管理・維持することが可能となるリモート管理等のための基盤技術を開発する。また、

バックエンド（サービス提供者）、ネットワークからフロントエンド（家庭内）までを通して、各種

メッセージを高信頼に流通させるための基盤技術を開発する。さらに機器間の相互接続を可能とする

ため、異種プロトコル間（UPnP-ECHONET）の相互連携のための共通化開発を行う。 

 

（３）研究開発内容 

 上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づき研究開発

を実施する。 

①機器認証運用管理技術の研究開発 

②高信頼リモート管理技術の研究開発 

③サービスポータル基盤技術の研究開発 

④宅内における情報家電機器間の連携の共通化開発 

  

研究開発期間中に実証評価を行い、研究開発へのフィードバックを実施する。 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機

構」という。）が、原則本邦の企業、研究組合、公益法人等の研究機関（原則、国内に研究開発拠

点を有していること。ただし、国外企業の特別の研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標

準獲得の観点から国外企業との連携が必要な部分はこの限りではない。）から、公募によって研究開

発実施者を選定する。また、成果を確実にするため、サービス提供事業者等との連携を含めた体制

で実施することとする。本プロジェクトは、研究開発実施者を選定後に NEDO 技術開発機構が指名

する研究開発責任者（プロジェクトリーダー）を中心として、効率的・効果的に実施する。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有する NEDO 技術開発機構は、研究開発責任者と密接な関係

を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発の目的及び、目標に照らして適切な運

営管理を実施する。 
 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１７年度から平成１９年度までの３年間とする。 

但し、研究開発内容④については平成１７年度とする。 

 

４．評価の実施 

NEDO 技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的

意義ならびに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による事後評価を平成 20 年度に実施
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する。なお、評価の時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗

状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。 
 

５．その他の重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い 

①成果の普及 

得られた研究成果のうち、特に共通基盤技術に係る研究開発成果については、実施者は NEDO 技

術開発機構と連携して普及に努めるものとする。 
 

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備または標準化等との連携を図るため、データ

ベースへのデータの提供、標準情報(TR)制度への提案等を積極的に行う。  

 

③知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第 26 条の規定等に基づき、原則として、すべて受託

先に帰属させることとする。 

 

 

（２）基本計画の変更 

NEDO 技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開

発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状

況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画

の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

 本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第 1 項第 1 号ハ

に基づき実施する。 

 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１７年３月策定。 
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（別紙）研究開発計画 

 

研究開発項目①「機器認証運用管理技術の研究開発」 

 

１．研究開発の必要性 

今後のユビキタスネットワーク社会では、様々な機器・システムが家庭内外においてネットワーク

化され、相互アクセスができるようになる。家庭内の情報機器がホームネットワークを介して、イン

ターネット上の機器・システムに相互アクセスする際に、正当な通信元機器・システムから正当な通

信先機器・システムにアクセスしていることを確認するために、通信元と通信先機器・システムを認

証する必要がある。即ち、デジタル情報機器の認証技術として、通信相手が正しい相手であることの

確認はもとより、通信相手の機器が正常な機能を保持した情報機器であることを正確に認証すること

が重要となる。 

このような状況に鑑み、本研究では、ユビキタスネットワーク社会における機器認証のニーズに応

えるために、デジタル情報機器、特に情報家電向きの認証運用管理技術を研究開発する。 

本技術を開発することにより、誰もが安心・安全な環境で情報家電機器を利用することが可能とな

り、また、広く利用可能な技術を開発することによるメーカ間の相互運用性の確保、及びコストメ

リットの享受を得ることが可能となる。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）家庭内機器の登録、認証技術 

異なるメーカの製品が混在する家庭において、共通な機器認証方式の確立を目指して、家庭内の

デジタル情報機器の特性（機器の機能・性能、利用形態、流通経路など）を考慮した機器認証技術

を開発する。また、セキュリティの知識のないユーザでも容易に機器関連情報の登録や運用管理が

できる認証スキームを開発する。 

 

（２）家庭内外の機器間でのセキュリティ確保・認証方式 

機器登録・認証技術に基づき、家庭外のデジタル情報機器（PDA、PC 等）から家庭内の個々のデ

ジタル情報機器を特定し、機器レベルの相互認証を行った上で、安全に（機密性、完全性の確保）

アクセスするための技術の開発を行う。 

 

（３）家庭内センサネットワークでの機器連携 

家庭のセンサ機器ネットワークにおける機器間の認証方式、センサ機器と他の家庭内外の機器と

の相互接続における連携技術、認証・アクセス制御技術を開発する。 

 

３．達成目標 

本研究開発では以下の目標を達成する。また、オープン化やマルチベンダ環境へ適応するため、情

報家電ベンダや、サービス提供者の参画を得て以下の開発成果の共通仕様化を図る。 

 

（１）家庭内機器の登録・認証技術 

・機器 ID 証明書のプロファイル設計、モジュール設計及び、ユーザ証明書のプロファイル設計、証
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明書発行モジュール設計を行い、セキュアな機器認証、ユーザ登録を可能にする仕様を策定する。 

・開発成果は公開し、リファレンスソフトウェアのデファクト標準化と普及を図る。 
 

（２）家庭内外機器間でのセキュリティ確保・認証方式 

・機器認証プロトモジュールを作成し、家庭外の機器から家庭内の情報家電にセキュアにアクセ

ス・通信する仕様を策定する。 

・機器認証・ユーザ認証の連携による認証方式を確立する。 

 

（３）家庭内センサネットワークでの機器連携 

・センサノードの簡易登録方式の仕様策定、センサノードのセンサネットワーク内外からの認証方

式の仕様策定を行い、センサ機器を含む宅内外における機器認証・アクセス制御を実現する。 

 

 

 

 

 

研究開発項目②「高信頼リモート管理技術の研究開発」 

 

１．研究開発の必要性 

インターネットの普及と各家庭でのデジタル情報機器の利用が急拡大しており、家庭内の情報機器

や情報家電の管理、安全性の維持、特にウイルスなどの脅威に対して安心して利用できる環境維持が

必要となっている。このため、通信キャリアや ISP などによる家庭内機器のセキュリティサービスが

強化されてきており、また、家電ベンダはホームネットワークとそこに接続される情報家電機器を家

庭内で管理するサーバ機能的なものを整備し始めている状況である。 

このような利用環境の進展に対応して、家電機器やシステムの管理、さらにはセキュリティ管理へ

の対応が早期に望まれており、多種、多様な情報機器やデジタル情報機器の機器認証管理やイベント

(操作の履歴、設定情報、ソフトウェアの更新履歴、不具合情報等）情報を収集、分析・診断、対策す

る一連のデジタル情報機器のリモート管理に関連する技術開発が必要である。 

しかも、これらの技術をユーザが個々に扱うのではなく、不雑な操作を無くしユーザの負担を軽く

した状態で安全・安心に行うため、家庭内の多様な情報機器や家電製品等のリモート管理を実現すること

が重要である。 

このような状況に鑑み､本研究では、家庭内のデジタル情報機器の保守サービス、遠隔操作等を可能

とする「高信頼リモート管理技術」を開発する。サービス提供側サーバや家庭外の端末と、家庭内の

デジタル情報機器との間での情報やメッセージ（故障・障害イベントや遠隔操作コマンド等）の授受

プロトコルとして、信頼性の高いリモート管理プロトコル仕様を策定する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）リモート管理プロトコル 

デジタル情報機器が出力する故障･障害イベント及び、ログの受信、遠隔操作のコマンド（収集・

分析・対策・配布等）発行等を統一的に処理可能なリモート管理プロトコル仕様を策定する。 
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（２）リモート管理マネージャ技術 

コントローラ（家庭内のデジタル情報家電等を統合管理する機器）上で稼動し、リモート管理プ

ロトコルによりポータルと通信し、被制御装置（デジタル情報家電等）上で実行するプログラム

（モジュール）の取得、データの格納、取り出し、送付等の処理を行う。また、保守サービス契約

に応じて提供される保守サービス内容を動的に置換可能なフレームワークを提供する。 

 

（３）リモート管理ポータル技術 

アウトソーシング形態で遠隔保守業務や省エネのためのリモート制御を請け負うポータルサイト

を容易に構築可能なフレームワークを開発する。また、そのフレームワークを用いて遠隔保守に必

須なサービスのリファレンスソフトウェアを開発する。各家庭の情報家電をリモート監視するサー

ビス、デジタル情報機器の異常通報をリモート管理マネージャ経由で受理するサービス、メンテナ

ンスのための遠隔操作サービス等からなる。 

 

３．達成目標 

 本研究開発では以下の目標を達成する。 

 

（１）リモート管理プロトコル 

・デジタル情報機器が出力する故障・障害イベント及び、ログの受信、遠隔操作のコマンド（収

集・分析・対策・配布等）発行等を統一的に処理可能なリモート管理プロトコル仕様、並びに高

信頼な通信基盤機能を提供するインターフェース仕様を策定する。 

 

（２）リモート管理マネージャ技術 

・家庭内コントローラ上で稼動し、サービスポータルと通信するための通信基盤機能仕様を策定す

る。 

 ・異常通知、インシデント（ログ、各種データ）情報取得、状態監視、オブジェクト（障害回避更

新モジュール、各種プロファイル等）転送サービス等の実現に必要なサービスオブジェクトを開

発する。 

・開発成果は公開し、リファレンスソフトウェアのデファクト標準化と普及を図る。 

 

（３）リモート管理ポータル技術 

・デジタル情報機器の遠隔保守や遠隔操作を実現するサービスポータル構築に際して、ポータル側

で稼動しリモート管理マネージャとの通信を実現する通信基盤機能仕様を策定する。 

・異常通知、インシデント（ログ、各種データ）情報取得、状態監視、遠隔操作などを実現するた

めのサービスオブジェクトを開発する。 

・開発成果は公開し、リファレンスソフトウェアのデファクト標準化と普及を図る。 
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研究開発項目③「サービスポータル基盤技術の研究開発」 
 

１．研究開発の必要性 

IT 産業にとって情報家電分野のユーザニーズを踏まえた新しい概念の製品・サービスを創出するこ

との重要性が指摘されている。コンテンツ開発に関しては、すでに企業の活動や国家プロジェクトを

含めて活発に行われつつある状況にあるため、今後は有益で高品質のサービスの供給が重要である。

これを促進するには、消費者が情報家電を通して安全に安心して利用できるサービス基盤、環境を整

えることが重要であると共に、多様な企業や新規事業者がサービスビジネスに参入し易い環境を整備

することが必要である。 

当面のサービス基盤として、今後ますます増える情報家電を含むデジタル情報機器の運用管理サー

ビスを実現する技術を核とする展開が有効なものと考えられる。この運用管理は、情報家電等がネッ

トワーク化されて行くことから、Web 上のサービス機能を利用することにより対応処置などの利便性

を向上させることができる。 

ネットワーク上には様々なサービスが存在するが、現状では、それらはバラバラに存在するため、

それらが連携したサービスとして提供できることが望ましい。連携する技術が確立することにより、

運用者は、多様なサービスを組み合わせ、より利便性の高いリモート管理や保守に利用することがで

きる。 

このためには、ネットワーク上の情報資源を最大限に活用し、適切なサービスを提供可能とする

ポータル基盤の構築技術が必要となる。Web 上のサービスを連携させることにより、利便性及び信頼

性が高いポータルを構築するとともに、ポータルとホームゲートウェイ間に同様の技術を適用して、

高信頼な通信を実現することができる。また、機器の固有情報を記した情報資源や、保守システム固

有情報を記した情報資源などがネットワーク上で入手できれば、サービスポータル側から、機器のプ

ロファイルや、運用システムのプロファイルを参照することにより、家電機器等に対する適切な運用

管理（保守サービスや省エネのためのリモート制御等）を実現することができる。 

本研究では、多様なサービス事業者から各家庭のデジタル情報機器を安全・確実に、リモート管理

サービスの提供が可能なポータルサイト実現のための基盤技術を開発する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 

（１）高信頼Webサービス通信の相互運用技術 

リモート管理における情報（故障・障害イベントや遠隔操作コマンド等）の伝達のような、高信

頼性（到達保証、重複排除等）が要求される通信を多様なサービス間で行えるように、相互運用性

確保のための「高信頼 Web サービス通信（WS-Reliability）の実装プロファイル」を策定し、このプ

ロファイルに基づいた検証ツールを開発する。また、このプロファイルに基づいて、高信頼メッ

セージングの既存実装の改良を行う。 

 

（２）情報機器運用・活用のための情報資源管理技術 

家庭のデジタル情報機器に関する情報の語彙体系及び、メタデータ付与技術を開発し、メタデー

タ活用により、情報機器の機能アップ、不具合とその対応処置等の情報や、保守サービスに関する
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情報等の検索を専門的知識のない人でも容易とする。 

 

（３）省エネのためのリモート制御技術 

Web 上のサービスと連携した省エネのシナリオと、ユーザの許可したアクセス条件に基づく省エ

ネのリモート制御を可能とするプラットフォームを開発する。省エネの設定ミスや設定忘れの遠隔

からの訂正／設定、機種毎に異なる複雑な省エネ対策のセンタによる管理と設定や、家庭内に設置

する省エネコントローラの機能の設定を可能とする。個人宅のみならず、広域レベルの省エネの監

視・制御が可能となる。 

家庭内のデジタル情報機器へのアクセスの内容を、利用権管理技術を用いて認証し、きめ細かな

制御を行うアクセス制御方式を開発する。本方式により、家庭内のデジタル情報機器の所有者が許

可したアクセスのみを許可し、認証されていない家庭外のデジタル情報機器からの不正なアクセス

を拒絶することにより、安全なアクセス制御を実現する。 

各家庭のエネルギー消費を監視・管理する際には、プライバシ侵害とならないように配慮する必

要がある。家庭のデジタル情報機器の省エネ制御のためにポータルとの間で授受するデータから、

機器 ID など個人を特定するデータを隠蔽する匿名化技術を開発する。また、匿名処理を受けるため

のデータ形式を共通仕様化する。本技術により、リモート管理データからのプライバシ情報の抽出

を防止する。 

 

３．達成目標 

 本研究開発では以下の目標を達成する。 
 

（１）高信頼Webサービス通信の相互運用技術 

・実装プロファイルを策定し、標準化団体WS-I（The Web Services Interoperability Organization）に提

案することで、WS-Reliability の相互運用性確保の指針を示すとともに、WS-Reliability の標準化を

推進する。 

・実装プロファイルに基づいた検証ツールを開発し、一般公開することで、WS-Reliability の相互運

用性を確認する具体的な手段を提供する。 

・高信頼メッセージングの既存の実装に対して、実装プロファイルに基づいた改良を行い、一般公

開することで、相互運用性の確保された高信頼メッセージングの各社実装製品の普及を図る。 

 

（２）情報機器運用・活用のための情報資源管理技術 

・リモート管理に有用な情報資源（デジタル情報機器の不具合情報など）に関するメタデータ記述

形式のコア部分の仕様を策定し、データ付与を支援するツールを開発する。また、その有効性を

評価するためにデジタル情報機器の運用管理のための情報収集やサービス発見の機能を持つ運用

管理情報サービスポータルを開発する。 

・開発成果は公開し、リファレンスソフトとしてのデファクト化と普及を図る。 

 

（３）省エネのためのリモート制御技術 

・固定の省エネ制御ではなく、Web 上のサービスから得られる電力消費量などの情報に柔軟に対応

した省エネを実現するリモート制御技術に関する技術仕様を策定する。 
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・電力使用量データの連携システム、省エネ制御システムを開発する。 

・家庭内機器の所有者が許可した利用権に従った機器へのアクセス制御や、個人を特定するデータ

を隠蔽する匿名化技術を実現する。 

・開発成果は公開し、リファレンスソフトウェアのデファクト標準化と普及を図る。 

 

 

 

 

 

研究開発項目④「宅内における情報家電機器間の連携の共通化開発」 

 

１． 研究開発の必要性 

宅内における情報家電機器としては、デジタル家電と一般に称される PC 系機器、DVD やデジタル

TV 等の AV 系家電機器及び、くらし家電と称される白物家電・設備系機器が存在する。一般ユーザに

とっては、宅内に存在する情報家電機器、即ち、PC 系・AV 系・白物家電系などの各機器がネット

ワークに接続され、統合運用されて、より良いサービス提供を受けられる環境になっていることが重

要である。 

宅内における PC系と AV 系家電機器の相互接続においては、これまで幾つかの相互接続技術が確認

される段階となっており、今後、それら技術が市場に投入されるものと考えられる。また、くらし家

電についても ECHONET 規格を開発・採用することにより相互接続の基盤が実現され、複数メーカ間

で相互接続を確認するまでに至っている。しかしながら、これら ECHONET 機器とデジタル家電の間

の相互接続については、各社・各様の接続技術が開発されている状況にある。このため、このままで

は白物家電機器と AV機器等との相互接続は、例えば特定メーカのものに限定されるなど、情報家電全

体の普及に大きな阻害要因となる恐れがある。 

このような現状に鑑み、本研究では、くらし家電機器とデジタル家電機器の相互接続技術の研究開

発並びに、開発技術の共通化を行う。本技術開発及び共通化により実現される情報家電間の相互接続

により、生活の利便性向上、効果的な省エネ制御、住環境管理などにおいて、より大きなメリットが

享受でき、生活の質の「変革」をもたらす環境構築が可能となる。 

 

２． 研究開発の具体的内容 

ECHONETプロトコルに代表されるくらし家電機器と UPnPプロトコルに代表されるデジタル家電機

器の相互接続の共通仕様を策定し、生活の利便性向上や効果的な省エネ制御等を実現するプロトタイ

プの開発及び実装を踏まえて、開発成果の検証を行う。このため、ECHONET機器を UPnPコントロー

ルポイントから制御可能にするための ECHONET/UPnP 相互接続に関する共通化及び技術開発を行うと

共に、ECHONET 機器からデジタル家電機器を制御可能にする為、ECHONET 連動オブジェクト等を

利用した ECHONET/UPnP相互接続に関する共通化及び技術開発を行う。 

 

具体的には、以下のような検討を行う。 

（１）PnP処理（機器・サービス発見など）の共通化 

UPnPの機器発見と ECHONETの機器発見の相互連携について、共通仕様に関する新規開発を行う。 
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（２）アドレス変換の共通化 

異なるプロトコル上で、お互いを認識する為のアドレス相互変換処理の共通仕様に関する新規開

発を行う。 

 

（３）ECHONETオブジェクトのUPnP DCPへのマッピングの共通化 

UPnP DCP（機器制御プロトコル）の白物家電関係部分の共通仕様を新規開発し、ECHONET オブ

ジェクトをUPnP DCPへマッピング可能とする。 
 

（４）UPnP DCPの ECHONETオブジェクトへのマッピングの共通化 

TVなど白物家電に代表される UPnP機器における ECHONETオブジェクトの共通仕様を新規開発

し、UPnP DCPを ECHONETオブジェクトへマッピング可能とする。 

  

３． 達成目標 

本研究開発では、以下の目標を達成する。 

  

（１）PnP処理、アドレス変換などのUPnPと ECHONETの相互連携に関する共通仕様を策定する。 

（２）ECHONETオブジェクトのUPnP DCPへのマッピング仕様を策定する。 

（３）UPnP DCPの ECHONETオブジェクトへのマッピング仕様を策定する。 

（４）上記共通仕様に基づいたプロトタイプを、PC/デジタル TV 等に実装し、開発技術の検証を行う。 


