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２．３．DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ 
 
2.3-1. 開発技術の概要 

本研究開発では、家庭にあるデジタル情報機器に対し、家庭内のセンサで収集した情報と連動させ

たサービスを提供するための基盤を実現することを目標とし、AV・デジタル情報機器のネットワーク

と ZigBee センサネットワークを連携させる情報機器連携技術、「DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ

技術」を開発した。具体的には、AV・デジタル情報機器のネットワークと ZigBee センサネットワー

クを連携させ、AV・デジタル情報機器とセンサ機器間の直接操作を実現するための仕組みとして、

AV・PC 機器系ネットワークで使われる UPnP プロトコルとセンサネットワークで使われる ZigBee
プロトコルをマッピングし、相互に接続する UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術仕様を開発した。また、

AV・デジタル情報機器から視覚的なセンサ情報を閲覧するための仕組みとして、AV 系ネットワーク

で使われる DLNA プロトコルに対し ZigBee センサの情報をメディアコンテンツに変換して伝送する

DLNA-ZigBee ゲートウェイ技術仕様を開発した。 
また、「DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ」を実現するプロトタイプソフトウェア、ならびに本技

術を利用して実現可能なサービスから代表的なサービスのためのアプリケーションを開発し、

「DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術」の有効性を検証した。更に、健康見守り・ホームセキュ

リティサービスの総合検証システムにおいて「DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術」を適用し、

本プロジェクトで開発された他技術との相互接続性についても検証した。 
 
2.3-2. 背景と課題 

現在、ホームネットワークが大きくフォーカスされており、様々なネットワークインフラやプロト

コル、デジタル情報機器が新たに家庭に浸透しつつある。特に家電のネットワーク化に伴い、DLNA、

UPnP、ECHONET、UOPF、ZigBee などのフォーラムにて、様々な通信規格とサービスの標準化が

盛んに進められている。（図 2.3-1） 
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図 2.3-1 デジタル情報機器のネットワーク化を巡る標準化動向 

 
これらの規格に共通する特徴は、各々物理層からアプリケーション・サービス層までの共通プロト

コルを定め、異なるベンダが開発する製品間におけるリソースの発見や制御といった、アプリケーシ

ョン・サービスの相互運用までを規定している点である。つまりそれぞれの規格の範囲内では、ベン

ダに依存しないアプリケーション・サービスレベルでの相互運用性が保証され、ユーザはどのメーカ

の製品であっても、デバイスやサービスを共通に発見し、利用することが可能になる。 
だが、これらの標準仕様は、AV 系、PC 系、白物家電系、センサ系など、家電分野ごとの必要性に

従い、それぞれの業界団体主導で別々に進められてきた歴史があり、他の家電分野のデジタル情報機
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器との連携は、各規格の標準化が進められた段階ではほとんど検討されていなかった。 
現在のように様々な機器が各標準規格をサポートして情報化・ネットワーク化し、家庭という 1 つ

の単位の中に分野の違う様々なデジタル情報機器が入ってくると、次のステップとして複数の標準規

格の相互接続が重要になってくる。各規格は同一標準規格内の機器の相互接続を実現するが、更に標

準規格間の相互連携を実現することで、それぞれの分野に閉じていた様々な機器を組み合わせたサー

ビスの創出につながることが期待できるからである。実際、標準規格間の相互接続仕様に関しては

ECHONET-ZigBee や UPnP-IEEE1394AV/C、UPnP-SCP などが検討されており、本プロジェクト

内においても「宅内における情報家電機器間の連携の共通化」として、ECHONET（くらし家電）と

UPnP（AV・PC 機器）間の情報家電連携技術が別途開発されている。 
ホームネットワークで活用される標準規格としては、AV ネットワークでは DLNA や UPnP、セン

サネットワークでは ZigBee がある。DLNA/UPnP と ZigBee を相互接続することで、センサと IP ネ

ットワーク機器を連携するサービス、例えば窓が開いたらテレビに通知されるといったサービスが標

準規格によって実現できるようになり、新たなサービスの創出や相乗効果によるデジタル情報家電機

器の普及等に寄与することが期待できる。 
そこで、AV/PC 機器とセンサ機器を連携させた新たなサービスの可能性を広げるための基盤として、

DLNA/UPnP（AV・PC 機器）と ZigBee（センサ機器）間の情報家電連携技術（DLNA/UPnP-ZigBee
ゲートウェイ技術）を考える。 

 
AV・PC 機器とセンサ機器間の情報家電連携基盤を実現するためには、次に挙げる課題が存在する。 
 
・標準プロトコルを利用した End-to-End 通信の実現 

標準プロトコルの利用の観点から見た場合、AV 系ネットワークとセンサネットワークのよう

に性質の異なるネットワーク空間から、別のネットワーク空間上にあるサービスをどのように発

見し、制御を実現するかということが挙げられる。前述の通り、各規格を用いた様々なアプリケ

ーション・サービスはそれぞれのネットワーク上で 適化されているため、基本的に他のネット

ワーク上のサービスとの相互運用性は乏しい。 
各ネットワーク導入機器に対し、双方のネットワークに接続されている任意のデバイスサービ

スの発見・制御、通知を可能とすることが望まれる。 
 

・DLNA/UPnP と ZigBee 間のレイヤの違いの吸収 
AV 系ネットワークとセンサネットワークの連携に際しては、相互のネットワークデバイス間

の End-to-End 通信の保証のみならず、AV コンテンツの相互運用という DLNA の提供する 上

位レイヤのサービスに対し、ZigBee 規格側をどのように対応させてレイヤの違いを吸収するかと

いう課題が生じる。即ち、DLNA と ZigBee との連携には、DLNA のコンテンツとして ZigBee
の情報資源（典型的にはこれはセンサ機器の測定値として与えられる）をどのように整形し、配

置し、利用可能とするかといった、アプリケーション・サービスレベルの連携方式を検討する必

要がある。 
 

・それぞれの規格における、機器の電力消費に対する要求の違いの吸収 
DLNA や UPnP の規格は AC 電源、ないし大容量バッテリーを持つ機器上での動作が前提であ

るのに対し、ZigBee では電池駆動の組み込み機器など、低消費電力で動作するものを前提として

いる。メッセージの送受信頻度の高い UPnP のプロトコルメッセージをそのまま透過的に転送す

ると、ZigBee ネットワーク上の負荷が増しデバイスの電池が消耗するなど、ZigBee の本来の特

性が活かせなくなってしまう。システム全体のエネルギー消費量削減の観点から見ても、ZigBee
の低消費電力特性を残したまま、DLNA や UPnP と連携できることが望まれる。 

 
・容易な利用環境の実現 

家庭内の家電機器利用者は、一般にさほど高度な知識を持ってはいないことが想定されるため、
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各導入機器の詳細な設定が不要であり、ネットワークに機器を接続してすぐに利用可能となるよ

うな、プラグアンドプレイ接続を実現しなければならない。更に、利便性を高め、サービスを導

入する際の障壁を下げるために、利用者が普段操作しているインタフェースと極力同じインタフ

ェースを用いた操作・閲覧を保証することが、情報家電連携技術に対しては望まれる。 
 
これらの問題の解決をそのまま本技術の要求仕様に取り入れ、各課題を解決し、AV/PC 機器とセン

サ機器を連携させた新たなサービスの可能性を広げるための基盤として、DLNA/UPnP-ZigBee ゲー

トウェイ技術の研究開発を行った。 
 

2.3-3. 研究開発成果 
本研究開発の成果として、DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術仕様、ならびに仕様を基にして

開発したリファレンスプログラム、評価用サンプルアプリケーションなどが挙げられる。仕様は、リ

ファレンスプログラムを開発する過程で発見した知見をフィードバックし、開発者の観点から見て、

有用性の高いものとしている。 
 
DLNA/UPnP と ZigBee をシームレスに接続するため、DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイの仕様

は、UPnP－ZigBee、DLNA－ZigBee の二層化した仕様からなる。これにより、デバイスサービスの

発見・制御に関する変換を行う部分と、AV コンテンツ相互運用サービスに関する変換を行う部分を

明確に分離し、汎用的な各機器の相互接続・相互利用方式を実現し、同時に、統一的なインタフェー

スによるユーザへのコンテンツの提供を実現する。これは、本情報家電連携技術を用いたサービスの

利便性とユーザビリティを向上させ、課題としてあげた容易な利用環境の実現を目指したものである。

例えば標準的な DLNA DMP（DLNA 対応テレビ等）をユーザが所持していれば、他に操作用の機器

を購入しなくても、 低限、ZigBee センサネットワークのセンサ情報資源を視覚化したデジタルメデ

ィアコンテンツの閲覧サービスを受けることができる。また、PC があれば、汎用の UPnP コントロ

ーラを用いて、ZigBee の任意の機器を発見・操作をすることが可能になる。 
UPnP-ZigBee 変換では主な機能として、UPnP と ZigBee の制御プロトコルを相互変換するための

機能（プロトコル変換）とエンド・エンドルーティングを行うための機能（End-End 変換）を規定し

た。DLNA-ZigBee 変換では主な機能として、DLNA デバイスにセンサ情報を視覚化したコンテンツ

を表示させるためのコンテンツ生成機能（コンテンツ変換）を規定した(図 2.3-2)。 
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図 2.3-2 DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイの提供する機能の概観 

 
2.3-3-1. UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術 

UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術仕様では、次に挙げる機能により、AV/PC 機器とセンサ機器の

End-to-End の通信を保証し、センサ機器のプラグアンドプレイ接続を実現する。 
 
・アドレス変換を含むエンド・エンドルーティング 

UPnP デバイスディスクリプション(XML)と ZigBee ディスクリプタ（binary）の情報を対応付
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け、デバイスマッピングテーブルを作成して保持する機能を提供する。また、デバイスマッピング

テーブルにより対応付けられた送信元／送信先を持つ通信に対し、ZigBee と UPnP/DLNA のアド

レス変換を行い、End-to-End のルーティングを仲介する。 
 
・制御プロトコル変換 

UPnP と ZigBee それぞれの制御プロトコルを変換するための変換を行う。UPnP SOAP メッセ

ージ（XML）や、GENA イベントメッセージを ZigBee KVP コマンドフレーム（binary）に変換

し、ZigBee KVP メッセージをコマンド内容に従い UPnP SOAP メッセージや GENA イベントメ

ッセージへと変換する。また、データフォーマットの変換も同時に行う。 
 
UPnP-ZigBee ゲートウェイ仕様では、AV/PC 機器とセンサ機器の End-to-End 通信を保証するた

め、各端末の仮想化を行う方式を定めた。この方式は、センサネットワーク側の機器の持つ ZigBee
ディスクリプタ情報を元に、UPnP 側に向けて仮想的な UPnP 端末を生成し、AV/PC ネットワーク

側の機器の持つ UPnP デバイス／サービスディスクリプションを元に、ZigBee 側に向けて仮想的な

ZigBee 端末を生成するものである(図 2.3-3)。それぞれのプロトコル内でデバイス／サービス情報を

表す ZigBee ディスクリプタと UPnP ディスクリプションを、相互に変換するルールに従い変換する

ことで、仮想的な端末に必要な情報を実際の機器に合わせて生成する。UPnP-ZigBee ゲートウェイ

は生成した仮想的な端末からそれぞれのネットワークのプロトコル（UPnP もしくは ZigBee）に合わ

せたサービスを提供することが要求され、別の機器から仮想端末に対する通信を、対応する実際の端

末に対して転送しなければならない。 
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図 2.3-3 仮想端末生成メカニズムの概要 

 
本方式により、AV/PC 機器と ZigBee センサ機器のネットワークを跨いだ認識をそれぞれのプロト

コルを用いた動作で行うことを可能とし、あたかも同一ネットワーク上の機器と通信するかのように

DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイを通して End-to-End 通信を行うことを実現している。加えて、

UPnP（もしくは ZigBee）変換定義ファイルを別途ダウンロードして導入することにより、より詳細

なデバイスサービス変換をターゲット機器の仮想端末に対して提供する仕組みも定めた。これにより、

ベンダ独自機能も含めたセンサ機器の機能を提供することを可能としている。 
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更に、仮想端末生成メカニズムは、End-to-End の通信性を確保するのみならず、DLNA/UPnP プ

ロトコルと ZigBee プロトコルにおける、ネットワーク特性の違いを吸収する役割も有している。 
DLNA/UPnP のプラグアンドプレイの実現には、発見シーケンスで大量のマルチキャストメッセー

ジが通信路に発生するが、これをそのまま ZigBee センサネットワークに転送してしまうと、 大

250Kbps の帯域しか持たない ZigBee 無線センサネットワーク上で大量のメッセージが発生し、各機

器の電力消費量の増大や、接続センサ数が増えてくると電波の衝突やメッセージの再送などによる著

しい伝送速度の低下が起こる。UPnP-ZigBee ゲートウェイで規定した仮想 UPnP 端末は、UPnP で

発生するメッセージの大半を占めるデバイスサービス発見・認識のためのメッセージを ZigBee セン

サ機器に代わって応答し、実際の機器を操作する制御メッセージやイベントメッセージのみをセンサ

ネットワーク側へと透過する。こうすることで、仮想 UPnP 端末を生成・維持するための、必要 小

限のメッセージを ZigBee の通常トラフィックに追加するのみで、ZigBee ネットワーク側の負荷をそ

れ程増やすことなくセンサ機器のプラグアンドプレイを実現する。加えて、仮想 UPnP 端末を生成・

維持するためのメッセージについても、センサネットワークのプロファイルに応じたコンフィギュレ

ーションにより、 適な情報収集方式を選択する方式も定めた。 
上記により、UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術では、それぞれの規格における機器の電力消費に対

する要求の違いを、発見・制御・通知の各動作に対して吸収することを実現した。 
 
2.3-3-2. DLNA-ZigBee ゲートウェイ技術 

DLNA-ZigBee ゲートウェイ技術は、次に挙げる機能により、DLNA と ZigBee の間のレイヤの違

いを吸収し、AV 機器がセンサ機器の情報資源をデジタルコンテンツとして閲覧することができるサ

ービスを実現する。 
 
・メディアコンテンツ変換 

ZigBee センサ情報コンテンツを、DLNA デバイスに表示可能なデジタルメディアコンテンツフ

ォーマットに変換し、仮想的なコンテンツとして DLNA サーバ機能（DMS）のディレクトリサー

ビスに配置して公開する。公開された仮想コンテンツは、DMP からのリクエストに応じ、 新の

センサ情報資源を元に動的に生成されて配信され、視覚化された AV コンテンツとして閲覧される。 
 

常に切り替わるセンサの値を元にしたコンテンツは、 新の状態を維持するのに膨大なリソースと

ネットワーク負荷が生じることが予想される。また、常に問い合わせを受けるセンサ機器も、スリー

プ状態となることができず、本来の魅力である低消費電力という特徴が損なわれることになる。 
この課題を解決するために、本技術仕様では、デジタルメディアコンテンツは必要な状態になるま

で作成せず、かつ閲覧可能なデジタルメディアコンテンツを実体がなくても AV/PC 機器から発見でき

るように、仮想的なコンテンツを登録する仮想コンテンツディレクトリサービス（virtual Content 
Directory Service : vCDS）を実装することを定めた。仮想的なコンテンツは、あたかも実体が存在す

るかのように振る舞い、コンテンツ実体の閲覧が要求されたタイミングで、 新の状態を反映したコ

ンテンツを生成する。これにより、常にコンテンツの 新の状態を維持するリソースを軽減し、セン

サネットワークに対して必要 小限のメッセージしか発生させない動作を実現する。 
加えて、生成したコンテンツをキャッシュし、連続したリクエストに対しては生成済みコンテンツ

を送信するキャッシュ機能や、二層構造である DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイの UPnP-ZigBee
ゲートウェイ側に ZigBee 機器の状態を記録する状態情報データベースを作成し、ZigBee センサネッ

トワークに対する制御メッセージやセンサ機器からのイベントメッセージが発生した際にセンサの

新の状態として記録する機能を定め、情報の鮮度は可能な限り保ったままセンサネットワークに対す

る更なる通信量の削減が可能な仕様としている。これにより、AV/PC 機器の DMP から、ZigBee セ

ンサ情報を反映したコンテンツを任意のタイミングで発見可能とし、かつサービスレベルの変換にお

いても各規格の機器の消費電力に対する要求の違いを吸収することを実現した。 
 

2.3-3-3. アプリケーションへの適用 
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開発した技術仕様の検証、及び DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術の使用／実装の検討を行う

者に対しての参考とする目的で、DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイリファレンスプログラム、なら

びにサンプルサービスのアプリケーションソフトウェアを開発した。また、開発したソフトウェアを

用いて技術仕様の検証を行い、仕様書と共に公開した。 
 

(1) リファレンスプログラム 
本研究において開発・公開した「DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ仕様書 Ver0.8」に基づき、

必須ユースケース／機能の実装を行った。 
DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイソフトウェアは将来的に一般家庭に導入するゲートウェイ装

置(典型的にはブロードバンドルータなど)上で動作することを想定し、特定のハードウェアベンダ

に依存せず、組込系ハードウェア装置上でも数多く採用されている、LinuxOS 上で動作するソフト

ウェアとした。また、DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイは ZigBee1.0 仕様に基づいた ZigBee コ

ーディネイタ機能を必要とするが、現状、ZigBee の RF を有した汎用ハードウェアは存在せず、

ZigBee 専用ボードでは DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ機能全てを実現するにはメモリ領域、処

理性能等の要求が満たせないことが予想されたため、本研究においては ZigBee コーディネイタ機

能は切り離して別装置とし、シリアル接続で通信するための独自 API を定義した。そのため、リフ

ァレンスプログラムは、当該 API 実装した ZigBee の標準機能を使用するためのアプリケーション

オブジェクトを、ZigBee コーディネイタ装置上に導入することが別途必要な構成を取る。 
仕様内の各要求を満たし課題の解決を行うために、図 2.3-4 に示す内部構造により機能を実現し

た。ここで、DLNA に対するコンテンツの生成は、ユーザの導入する ZigBee センサ機器に合わせ、

機器ベンダから提供されるサービスを適宜導入できるように、コア部分の画像生成機能のみを提供

し、別途 CCE アプリケーションを読込むことで、サービスに合わせた画像を生成する方式とした。 
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図 2.3-4 DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイリファレンスプログラムの内部構造 

 
リファレンスプログラムの構成要素の概要は以下の通りである。 
・ゲートウェイマネージャ：全体を管理する機能部。 
・プロトコル変換：UPnP と ZigBee のメッセージプロトコルを相互変換する機能部。 
・データベース：デバイス情報のマッピングテーブル等を提供する機能部。 
・ZigBee ネットワークインタフェース：ZigBee ネットワークインタフェースを提供する機能部。 
・UPnP ネットワークインタフェース：UPnP ネットワークインタフェースを提供する機能部。 
・DLNA-GW マネージャ：DLNA-ZigBee 変換部の管理機能を持つ機能部。 
・コンテンツ生成エンジン（CCE）：メディアコンテンツ変換を行う機能を提供する機能部。 
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・DMS：DLNA/UPnP ネットワークに対するインタフェースを提供する機能部。 
 

(2) サンプルアプリケーション 
DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイリファレンスプログラムのコンテンツ生成エンジン上に導入

して動作するサービスアプリケーションモジュールとして、ZigBee のプロファイルで定義されるホ

ームオートメーション分野への適用を想定し、次のサンプルアプリケーションの開発を行った。こ

れらは総合検証において具体的なサービスシナリオの検証に使用し、評価を行った。 

・ホームセキュリティ CCE アプリケーション 
家庭内に接続した、様々な家庭の状態を表すサービスアプリケーション。(図 2.3-5 (a)) 

・体重モニタリング CCE アプリケーション 
健康機器（体重）の計測情報を表現するサービスアプリケーション。(図 2.3-5 (b)) 

・心電モニタリング CCE アプリケーション 
健康機器（心電計デバイス）の計測情報表現するサービスアプリケーション。(図 2.3-5 (c))  

・筋電モニタリング CCE アプリケーション 
健康機器（筋電計デバイス）の計測情報を表現するサービスアプリケーション。(図 2.3-5 (d)) 

 
 

(a) (b)

(c) (d)

 
図 2.3-5 サンプルプリケーションサービス画像例 

（(a)ホームセキュリティ CCE 画像 (b)体重モニタリング CCE 画像 
    (c)心電モニタリング CCE 画像   (d)筋電モニタリング CCE 画像） 

 
2.3-3-4. ベンチマーキング 

現時点において、本技術の他に、DLNA、UPnP と ZigBee を接続するための技術は見当たらない。

特に、センサ情報をコンテンツ化して DLNA 端末に表示させる技術は新しく、世界の中でも類を見な

いものである。ここでは、UPnP のネットワークを他のネットワークと接続する技術の中における

DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイの位置づけについて図 2.3-6 に示す。 
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図 2.3-6 情報家電ゲートウェイ仕様（UPnP ゲートウェイ）との比較 

 
2.3-4. 開発成果の検証 
2.3-4-1. 目的 

本研究の成果を検証・評価するために、技術的な観点から機能試験・スケーラビリティ試験を通し

た検証と、アンケートを用いて利用者から見た本技術の有効性検証を行った。 
まず、DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術仕様について、AV・PC 機器(UPnP 端末や DLNA

端末)とセンサ機器(ZigBee 端末)間の相互接続の要求を満たすために必要十分な仕様を備えているか、

リファレンスプログラムを用いて下記の観点からモデルケース環境における機能的な検証を行った。 
・UPnP 端末と ZigBee 端末間における、プロトコルレベルでの透過的な接続性の検証。 
・DLNA 端末と ZigBee 端末間における接続性の検証。ただし、DLNA と ZigBee では本質的に扱う

レイヤが異なるため、この場合の接続性とは、ZigBee 端末の情報資源をコンテンツの形式で発見、

閲覧が可能であることとする。 
また、実環境に本技術を適用しユーザにサービスを行うことを想定し、多種類かつ多数の端末が混

在したネットワークを対象としたスケーラビリティ性能に関する検証を行い、本研究成果の技術的な

評価を行うと共に、実用化に向けた課題の抽出を行った。更に、開発したリファレンスプログラムと

サンプルサービスアプリケーションを適用したプロトタイプシステムを CEATEC JAPAN 2007、
Embeded Technology 2007（ET2007）、情報家電が拓く明るい未来カンファレンスなどにおいてデモ

展示を行い、聴講者にアンケートを実施することにより、「DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術」

に関する客観的な有効性の評価を行うと共に、実用化に向けた課題の抽出を行った。 
これにより、本仕様に基づき実用的なアプリケーションの開発が可能であるかを検証し、この技術

の普及の分野を明確にするとともに、今後、この技術を活用してシステムを開発する技術者に向け、

客観的な数値を示すことを目指した。 
 

2.3-4-2. 想定するケース 
検証試験においては、モデルケースにおける接続を通した機能的な検証、ならびに多種類かつ多数

の端末の混在環境を想定したスケーラビリティ検証の二つの試験を考える。各試験は、普及の初期段

階においてホームネットワークに DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術を適用することを考え、ホ

ームオートメーション分野におけるサービス利用のユースケースを想定した。 
また、アンケートによる有効性検証のための展示システムでは、ホームオートメーション分野の具

宅外コンテンツ伝送 
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体的なサービスとして、ホームセキュリティ監視サービスを利用するユースケースを想定した。 
 

(1) DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術の機能検証試験におけるユースケース 
機能検証試験においては、DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術で規定した基本的なユースケ

ースモデルにおいて、開発成果の機能を検証することを目指した。具体的には、DLNA/UPnP と

ZigBee プロトコル間の接続性――即ち、発見・制御・閲覧・通知の各サービスの実現、及び継続的

なサービスの提供――について、以下のユースケースの機能試験を通した検証を実施した。 
 

(a) UPnP-ZigBee ゲートウェイユースケースモデル 
UPnP 端末（AV/PC 機器）と ZigBee 端末（センサ機器）が相互に通信をするためのユースケ

ースモデルであり、次の 2 種類が想定される。 
 

1) UPnP 端末から ZigBee 端末を制御するケース 

Attribute
OFF

Gateway
UPnP
Control Device

ZigBee
Lighting Device

LampUPnP SOAP
Request (Set)

ZigBee KVP 
Command (Set)

ZigBee KVP 
Command (Event)

（ZigBee端末の制御）

（状態変更の通知）
ALPHA-SYSTEMS-INC.ALPHA-SYSTEMS-INC. UPnP GENA

Notify

SOAP Response KVP Set Response

 
図 2.3-7 UPnP 端末からの ZigBee 端末制御 

 
2) ZigBee 端末から UPnP 端末を制御するケース 

GatewayUPnP
Lighting Device

ZigBee
Switch Device

UPnP SOAP 
Request (Set)

ZigBee KVP 
Command (Set)

Attribute
switch = ON

Switch

State Variable
switch = ON

UPnP 
Binary Light

（UPnP機器の制御）

（状態変更の通知）

UPnP GENA
Notify

ZigBee KVP 
Command (Event)

SOAP Response KVP Set Response

 
図 2.3-8 ZigBee 端末からの UPnP 端末制御 

 
(b) DLNA-ZigBee ゲートウェイユースケースモデル 

宅内にある DLNA 端末（AV/PC 機器）から、ZigBee 端末（センサ機器）の情報を発見、閲覧

するためのユースケースモデルである。このケースでは、ZigBee 端末の発見はコンテンツ生成サ

ービスアプリケーションが作成する DLNA コンテンツの分類として表現され、情報の閲覧は

ZigBee 端末の情報資源を反映して加工された DLNA コンテンツの取得を通して行われる。 
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（センサ情報の視覚化）

コンテンツ化
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PC
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switch = ON
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センサーネットワーク

デバイスの選択

コンテンツの選択

Lamp

ALPHA-SYSTEMS-INC.ALPHA-SYSTEMS-INC.

Alpha SystemsAlpha Systems

ZigBee KVP 
Command (Get)

（センサ情報の収集）

 
 

図 2.3-9 DLNA 端末から ZigBee 端末の情報を反映したコンテンツを閲覧 
 

(2) スケーラビリティ性能検証試験 
DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術を実際に宅内ネットワークに適用し、機能検証試験にお

いて検証した各ユースケースのサービスを提供する場合を考える。この場合、単一の端末のみがネ

ットワーク接続されている状況は考えにくく、通常、同一種類の端末が複数配置される（例えば調

光ライトであれば宅内の各部屋に接続されている）ことが想定され、また、ZigBee 端末の種類も調

光ライトのみではなく調光スイッチ、窓開閉センサ、扉開閉センサ、体重センサ、温度・湿度セン

サなど多種に渡ると考えられる。従って、機能検証で想定した 1 対 1 の端末接続環境のみではなく、

より現実環境に近い、多種類かつ多数の端末が混在してネットワークに接続している環境を想定し、

本技術成果の適合性、およびスケーラビリティ性能について検証する。 
 

(3) アンケートによる有効性検証 
有効性検証においては、ホームセキュリティ CCE アプリケーションを適用したホームセキュリ

ティ監視サービスを提供する場合を考える（図 2.3-10）。これは、総合検証において検証したシナ

リオのうち、DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイに関係する、宅内におけるホームセキュリティ・

ホームオートメーションサービスの利用を想定したケースとほぼ等しい。 
本検証においては上記ユースケースを想定したシステムでサービス利用のデモを行い、来場者に

アンケートをとることで、利用者から見た有効性について検証する。 

 
図 2.3-10 ホームセキュリティ監視サービス適用イメージ 
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2.3-4-3. DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術の機能検証 
(1) 検証システムの構成 

機能検証試験におけるシステムは、共通のモデルケース環境に従い、各ユースケースにおいて要

求される要素を全て満たすものとして構築した。 
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Serial

Alpha SystemsAlpha Systems

DLNA(DMP)端末
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DLNA/UPnP
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プロファイル変換情報
保持サーバ

 
図 2.3-11 機能検証システム構成図 

(2) 機能検証観点 
ユースケースそれぞれについて、DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ仕様の基本シーケンスに基

づいた観点から本技術の各機能が実現されているかに着目して検証項目を抽出した。 
 

(3) 機能検証試験結果 
(a) UPnP-ZigBee 間接続性検証結果 

検証内容の確認のため、抽出した検証項目（1)26 項目、2)26 項目、計 52 項目）を実施した。

結果の確認は DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイの出力ログ目視確認、およびシーケンスに合わ

せた他端末上のアプリケーションの状態確認により行い、結果全て合格した。 
 

表 2.3-1 UPnP-ZigBee 間接続検証試験結果 
No. 大分類 中分類 小分類 結果 
1 ZigBee 端末

の発見 
ZigBee コーディネイタを通し、任意のプロファイルを持つ ZigBee 端末

を検出する、ZigBee 端末の端末情報を取得するなど 5 項目 
OK 

2 仮 想 UPnP
端末化 

ZigBee ディスクリプタ情報を元にしたディスクリプション変換、仮想

UPnP 端末生成、仮想端末の検出、仮想端末の消去と再接続など 5 項目

OK 

3 翻訳済みディスクリプションの設定、ローカル取得、外部取得、ディス

クリプション書式チェックなど 3 項目 
OK 

4 

翻訳済みデ

ィスクリプ

ションの取

得・導入 
翻訳済みディスクリプションを用いた該当 ZigBee 端末の仮想 UPnP 端

末化、生成仮想端末の検出、仮想端末の消去と再接続など 4 項目 
OK 

5 

1) UPnP
端末から

ZigBee
端末を制

御するユ

ースケー

ス 

仮想端末を

介した 
UPnP 制御端末から特定種類の仮想 UPnP 端末(調光ライト)に対する

ON/OFF 制御、状態の取得、制御失敗時の復帰など 3 項目 
OK 
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6 ZigBee 端末

の制御 
UPnP 制御端末から任意の仮想 UPnP 端末(各データ型を持つ)に対する

サービス制御、状態の取得、制御失敗時の復帰など 3 項目 
OK 

7 仮想端末を

介したイベ

ント通知 

UPnP 制御端末における特定種類の ZigBee 端末（扉開閉センサ）からの

イベント通知の受信、任意の ZigBee 端末からのイベント通知の受信、イ

ベント失敗時の復帰など 3 項目 

OK 

8 UPnP 端 末

の発見 
DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイから、各種サービスを持つ UPnP 端

末の検出、UPnP 端末のデバイス/サービス情報の取得など 5 項目 
OK 

9 仮想 ZigBee
端末生成 

UPnP ディスクリプション情報を元にしたディスクリプタ変換、仮想

ZigBee 端末生成、仮想端末検出、仮想端末の消去と再接続など 5 項目 
OK 

10 翻訳済みディスクリプタの設定、ローカル取得、外部取得、ディスクリ

プタ書式チェックなど 3 項目 
OK 

11 

翻訳済みデ

ィスクリプ

タの取得・導

入 
翻訳済みディスクリプタを用いた該当 UPnP 端末の仮想 ZigBee 端末化、

生成仮想端末の検出、仮想端末の消去と再接続など 4 項目 
OK 

12 ZigBee 制御端末から、特定種類の仮想 ZigBee 端末(調光ライト)に対する

ON/OFF 制御、状態の取得、制御失敗時の復帰など 3 項目 
OK 

13 

仮想端末を

介した 
UPnP 端 末

の制御 
ZigBee 制御端末から任意の仮想 ZigBee 端末(各データ型を持つ)に対す

る ON/OFF 制御、状態の取得、制御失敗時の復帰など 3 項目 
OK 

14 

2) 
ZigBee
端末から

UPnP 端

末を制御

するケー

ス 

仮想端末を

介したイベ

ント通知 

ZigBee 制御端末における特定種類の UPnP 端末(調光ライト)からのイベ

ント通知の受信、任意の ZigBee 端末からのイベント通知の受信、イベン

ト失敗時の復帰など 3 項目 

OK 

 
(b) DLNA-ZigBee 間接続性検証結果 

検証内容の確認のため、抽出した検証項目計 24 項目を実施した。結果の確認は

DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイの出力ログ目視確認、およびシーケンスに合わせた他端末上

のアプリケーションの状態確認により行い、結果全てに合格した。 
 

表 2.3-2 DLNA-ZigBee 間接続検証試験結果 
No. 大分類 小分類 結果

1 DMS の発見 DLNA 端末から DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ上の DMS 発見など 1 項目 OK 
2 DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイにおける(単数/複数)画像生成用 CCE アプリ

ケーションのロード、ロード失敗時の復帰、コンテンツ情報の登録など 5 項目 
OK 

3 

コンテンツ情報

の発見 
DLNA 端末から vCDS 登録済みコンテンツ情報の閲覧など 2 項目 OK 

4 CCE アプリケーションモジュールの指示に従ったセンサデータの収集、センサ

データ収集失敗時の復帰など 2 項目 
OK 

5 

ZigBee センサ計

測データの収集 
ZigBee 端末操作時、ZigBee 端末からのイベント送信時のセンサデータのキャッ

シュ動作、キャッシュを使用したセンサデータ収集など 2 項目 
OK 

6 アプリケーションモジュールからの指示に従った収集センサデータからの画像

生成、画像公開、複数のモジュール/画像の処理など 4 項目  
OK 

7 

画像コンテンツ

の生成・公開 
DLNA 端末から特定公開画像の閲覧、全ての画像の閲覧確認など 2 項目 OK 

8 ZigBee 端末からのイベント通知による画像の更新、公開、DMP からの更新画像

閲覧など 3 項目 
OK 

9 

変更した ZigBee
情報のコンテン

ツへの反映 定期更新による画像の更新、公開、DMP からの更新画像閲覧など 3 項目  OK 
 

(4) 考察 
(a) 本技術を介した UPnP 端末と ZigBee 端末の End-to-End の接続性について 

表 2.3-1 より、ZigBee コーディネイタを通し、ZigBee ネットワーク上にある任意の ZigBee 端

末を発見し、そのデバイス/サービス情報を取得して仮想 UPnP 端末化が可能であることが確認
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できた。また、DLNA/UPnP ネットワーク上にある任意の UPnP 端末を発見し、そのデバイス/
サービス情報を取得して仮想 ZigBee 端末化が可能であることを確認した。仮想 UPnP 端末は

UPnP ネットワーク上の UPnP 機器から発見でき、仮想 ZigBee 端末は ZigBee ネットワーク上

の ZigBee 機器から発見できた。更に、仮想端末のサービスを実行することにより、操作端末か

ら異なるプロトコルで動作する機器の遠隔操作や状態通知が可能であることを確認した。 
従って、UPnP 操作端末から ZigBee ネットワーク上のデバイスサービスを発見・制御・操作

するといった UPnP から ZigBee 方向の End-to-End の接続性、ZigBee 操作端末から UPnP ネ

ットワーク上のデバイスサービスを発見・制御・操作するといった ZigBee から UPnP 方向の

End-to-End の接続性を 低限、実現できたと考える。 
 

(b) 本技術を介した DLNA と ZigBee のアプリケーションサービスレベルの接続性について 
表 2.3-2 より、コンテンツ生成サービスアプリケーションの提供する任意のコンテンツを

DLNA 端末から発見でき、ZigBee 端末の情報資源を元に動的に生成したコンテンツが DLNA プ

ロトコルを用いて閲覧可能であることを確認した。DMP 端末からは、ZigBee ネットワークの情

報を反映したコンテンツ配信サーバを任意のタイミングで発見でき、vCDS に登録されたコンテ

ンツインデックス情報は、コンテンツの実体のあるなしに関わらず発見された。また、任意の

DMP端末から、DMS及びコンテンツインデックス情報を発見可能であることを確認した。更に、

単一ないしは複数の ZigBee 端末の情報資源をまとめて画像化したものを生成し、それぞれ適切

に分類されて DMP から閲覧できることを確認した。更に元となる ZigBee 端末の情報資源が変

更した場合、当該情報を反映してコンテンツをアップデートし、 新の ZigBee 端末の情報を閲

覧できることも確認した。従って DLNA と ZigBee のレイヤの違いを吸収したアプリケーショ

ン・サービスレベルの接続性が 低限、実現できたと考える。 
 

2.3-4-4. DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術のスケーラビリティ性能検証 
(1) 検証システムの構成 

スケーラビリティ性能検証のシステムの概要を次に示す。 

ZigBee
コーディネータ

DLNA/UPnP-ZigBee
ゲートウェイ端末

ZigBeeルータ

ZigBeeエンドデバイス

UPnP操作端末
ルータルータ

Alpha SystemsAlpha Systems

DLNA(DMP)端末

Alpha SystemsAlpha SystemsAlpha SystemsAlpha Systems

DLNA(DMP)端末

無線LAN干渉実験用

サーバ

無線LAN干渉実験用

クライアント

W W W W W W W W

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

D

D D

ZigBeeエンドデバイス
・W : 窓開閉センサ
・L : 照明ON/OFFセンサ
・D : 扉開閉センサ

 
図 2.3-12 スケーラビリティ検証における ZigBee センサデバイス配置図 
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(2) スケーラビリティ検証観点 
本検証では、ZigBee 端末（センサ端末）が家庭内に多く設置されているネットワークに対するス

ケーラビリティ性能の検証を実施する。モデルケース環境として ZigBee 端末 36 台（コーディネイ

タ 1 台、ルータ 3 台、エンドデバイス（センサ端末）32 台）からなる ZigBee ネットワークに対し

DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイを適用した場合を想定した。IP 環境よりネットワーク的な条件

の厳しい無線環境に対し、開発成果の仕様や機能が適正に動作を行うことができるかの観点から、

無線ネットワーク環境のパフォーマンスが問題になる ZigBee 端末数が増大した場合を考える。試

験では以下の観点を元に基本シーケンスにおけるデータを計測し、正常に動作する率を算出した。 
 

(a) 検出シーケンスのスケーラビリティ性能検証 
(b) 生存確認シーケンスのスケーラビリティ性能検証 
(c) 制御・イベントシーケンスのスケーラビリティ性能検証 
(d) 画像生成シーケンスのスケーラビリティ性能検証 

 
 (3) 結果および考察 

上記の観点からスケーラビリティ特性を明確にするために抽出した(a)6 項目、(b)2 項目、(c)5 項

目、(d)6 項目の計 19 の検証試験項目について、5 ないし 10 試行ずつ試験を実施し、各試行に対し

ては 10 回データを計測し平均を算出した。この結果として、センサネットワークにおいてセンサ

の数が増加した時に生じる問題が把握でき、実用化に向けての課題が明確になった。この検証のう

ち、特に DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイの根幹となる検出シーケンスのスケーラビリティにつ

いて、実用化に向けたスケーラビリティの性能と課題について以下に述べる。 
 

  

 
図 2.3-13 検出シーケンスの通信成功率と仮想化成功率 

 
図 2.3-13 は DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイが、32 台のセンサ端末が接続済みの ZigBee

ネットワークに対して、検出シーケンスを行った際の各種通信成功率の変化を示したグラフであ

る。累積仮想化率の変化を見ると、初回のデバイス探索では全端末の約 67%（約 21 台）を仮想

化し、2 回目で約 85%（約 27 台）、3 回目で約 93％（約 30 台）、6 回目以降は全ての端末の仮想

化が完了していることが分かる。また、仮想化までのシーケンスで使用される各メッセージの成

功率を見ると、Match_Desc 通信以外はほぼ 100％成功し、本技術の仮想化性能はデバイスを検

出する Match_Desc 通信性能に大部分従い、その他の情報取得通信の影響は無視してよいことが

分かる。 
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図 2.3-14 ネットワーク接続台数による検出特性評価 

 
ここで、図 2.3-14 は、ネットワークに接続するセンサ端末数とその検出成功率の関係を示し

たものである。結果、ネットワーク台数が 3台ぐらいの時は約 95%の検出が可能であるのに対し、

6 台でも既に約 82%まで下がり、21 台になると約 65%しか検出成功しないことを示している。 
従って、家庭内のような電波範囲が重なりやすい空間に、多数のセンサ機器を配置するような

ユースケースを想定する本技術の場合、何らかの対策を行わないと検出シーケンスにおけるスケ

ーラビリティ性能は確保できない。検出の効率化を考え Match_Desc メッセージを使用したが、

成功率 6 割でも累積仮想化率が 100%まで達すると見込める 6 回以上の探索を一度のシーケンス

で行う、ブロードキャストを使用しない検出方式も許可する等、仕様におけるスケーラビリティ

性能の向上に向け、今後も検討していく必要がある。 
 
2.3-4-5. DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術の有効性検証 

(1) 検証システムの構成 
有効性検証のためのデモ展示システムの構成を図 2.3-15 に示す。 

DLNA/UPnP-ZigBee
ゲートウェイ

ZigBee
コーディネータ

LAN

LAN
USBmini

ZigBeeライト

デバイス
調光ライト

（調光回路・ライト）

ZigBeeライト

デバイス
調光ライト

（調光回路・ライト）

ZigBee開閉センサ

デバイス

Serial
開閉センサ スライドドア

Alpha SystemsAlpha Systems

DLNA(DMP)端末

Alpha SystemsAlpha SystemsAlpha SystemsAlpha Systems

DLNA(DMP)端末

ALPHA-SYSTEMS-INC.ALPHA-SYSTEMS-INC.

UPnP操作端末

LAN

 
図 2.3-15 デモ展示システム構成図 

(2) 有効性検証方法 
本検証では、「Embeded Technology 2007(以下 ET2007)」及び「情報家電サービスが拓く明るい

未来 カンファレンス(以下カンファレンス)」にて上記デモ展示システムをデモ展示し、聴講者のご

意見をアンケート形式で集めることを行った。また、総合検証のシステム/サービスの一部(体重モ

ニタリングサービス部分)を「CEATEC JAPAN 2007」においてデモ展示を行い、ノード認証管理

技術を含めた本技術に対する聴講者のご意見をアンケート形式で伺った。その 3 種のアンケートの

結果から、利用者から見た場合の DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術の有効性を評価する。 
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(3) アンケート実施結果 
(a) CEATEC JAPAN 2007：総回答数 38(うち有効回答数 38) 
(b) Embeded Technology 2007：総回答数 20(うち有効回答数 19) 
(c) 情報家電サービスが拓く明るい未来 カンファレンス：総回答数 37(うち有効回答数 36)  

(4) 検証結果 
アンケートの結果のうち、特に本技術の有効性の評価として着目できる DLNA/UPnP-ZigBee

ゲートウェイ技術の評価について述べる。開発技術の狙いは、今後家庭内にネットワーク化が進む

であろう AV/PC 機器とセンサ機器の間を、業界標準技術を用いて接続し、それぞれの情報資源を

用いて双方の利点を生かしたサービスを簡単に構築するものである。図 2.3-16 は各展示会におけ

る、センサ機器とテレビを連携したサービスがあった方が良いかという設問への回答の割合である

が、どの展示会においても「とてもそう思う」「そう思う」合わせて約 90%となり、本技術の狙い

どころは概ね有効であると考えられる。 

16

6

20

16

12

15

4

1

3

0

0

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

カ ンファ レンス

ET2007

CEATEC

とてもそう思う そう思う あまり思わない まったく思わない

 
図 2.3-16 家庭内センサ情報とテレビを連携したサービスがあった方が良いと評価した人の割合 

 
また、図 2.3-17 は上記コンセプトに加え、本技術のデモシステムを閲覧した上で、本技術が実

際に有効であるかを設問した結果であるが、こちらも「とてもそう思う」「そう思う」合わせて

90%超となっており、上記考察を裏付けている。更に、どうして有効と思うかの理由について問

うた設問の自由意見においても、「生活機器である TV との連携は必要だと思う」や「ユーザに対

し選択が広がるのが良いと思います」、「現行ある機器を有効活用できる方法が望ましい」、「業界

で共通の技術を使うという点」などの意見が家電メーカの技術者からあり、コンセプトを理解し

た上で、本技術に対して高い期待度を示していることが伺える。 
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カ ンファ レンス

ET2007

CEATEC

とてもそう思う そう思う あまり思わない まったく思わない

 
図 2.3-17 各展示会において本技術を用いた情報家電連携を有効と考えた人の割合 

 
逆に、有効と感じていない人の意見としては、「ZigBee の必要性が不明」、「ZigBee はこない。
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WirelessUSB の方が良いのでは？」などセンサ機器のプロトコルにおいて ZigBee が普及するの

かを疑念視する声が多かった。ET に見られる組込技術者の意見としては ZigBee プロトコルに関

する言及はないため、家電業界から見て、他の業界でどのようなセンサ技術が普及するかを伺っ

ている状態がうかがえる。本技術の実用化などにより AV 家電との連携を強化し、様々なサービ

スを見越した開発の提案を組込/家電業界双方に行い、ZigBee プロトコルの普及を促進していく

ことが、本技術の普及にとっても有効な戦略であると考える。また、継続的に組込機器業界の技

術を調査し、日本市場における長期トレンドが変わる兆候が見られた場合、本技術内容について

も柔軟に対応を考えていくことも、併せて重要になると考える。 
 

2.3-5. 標準化の取り組み 
2.3-5-1. 取り組み概要 

本開発技術が関係する団体は、DLNA、UPnP フォーラム、ZigBee アライアンスがある。 終的に

同団体での標準化を目指し、それぞれの標準団体での状況を調査しながら、DLNA/UPnP-ZigBee ゲ

ートウェイの仕様書がある程度まで策定できた段階で公開する戦略をとった。また、学会などで論文

を発表することで、標準化を実現するために必要となる実績を段階的に積む戦略をとった。 
更に本技術の普及のために、ニュースリリースを行い、公開した DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェ

イ仕様の認知度を上げると共に、また、技術の普及に向けて、展示会へ出展を行い、アンケートによ

り技術の有効性についての評価を行うためのデータを収集した。 
 

2.3-5-2. 実施内容と成果 
 (1) DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ仕様書とリファレンスプログラム公開 

平成 19 年 9 月 7 日に DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ仕様書 ver0.8 の日本語版の一般公開を

情報処理相互運用技術協会のホームページより行い、平成 19 年 11 月 7 日に同仕様書の英語版の公

開を同ホームページより行った。また、平成 20 年 2 月 15 日に DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ

リファレンスプログラム ver0.8 の公開を行った。 
(1)ダウンロード数(平成 20 年 3 月現在) 
・日本語の仕様書のダウンロード         ：49 件（平成 19 年 9 月 7 日公開） 
・英語の仕様書のダウンロード           ：21 件（平成 19 年 11 月 7 日公開） 
・リファレンスプログラムのダウンロード ：1 件 （平成 20 年 2 月 15 日公開） 

 
(2) 各学会での論文発表 
① 日本の学界における発表 

本技術の仕様化のために必要な ZigBee ネットワークの基礎特性に関するシミュレーション、

ZigBee ルータ 適配置アルゴリズム、本技術の 適かつ省電力な情報収集方式などについて、各

学会において発表を行い、有識者の意見をいただいた。発表数：11 件 
 

② 国際学会における発表 
DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ方式に関する提案や 適・省電力な情報収集方式について、

国際学会において発表し、有識者の意見をいただいた。発表数：2 件 
・,16th IST Mobile Wireless Communications Summit 2007,（平成 19 年 7 月） 
・IEEE Global Information Infrastructure Symposium 2007,（平成 19 年 7 月） 
 

(3) ZigBee アライアンスへの仕様書の送付 
DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ仕様書の公開にあたり、ZigBee 仕様書の引用に対する公開の

許諾と、仕様書の普及の目的から、ZigBee アライアンスに仕様書を送付した。この仕様書に関心を

持ったアライアンスの ZigBee ゲートウェイ WG から仕様書のダウンロードがなされた。 
 
(4) ニュースリリース 
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平成 19 年 9 月 7 日に「ZigBee ネットワークのセンサ情報を DLNA 対応機器で表示可能に」と

の表題でニュースリリースを行い、本技術の紹介と仕様書のダウンロード先を公開した。 
Web ニュース掲載：計 5 件 
CNET Japan、ZDNET Japan、日経プレスリリース、IT＋PLUS etc. 
CEATEC JAPAN プレスリリース 
また、平成 19 年 10 月 2 日の CEATEC 会場内において、日経エレクトロニクス号外「Tech!On」

にも「ZigBee と家電がつながる」という表題で取り上げられた。 
 

(5) 展示会での出展を通しての普及活動 
① フリースケール・テクノロジ・フォーラム（FTF: Freescale Technology Forum）FTF 2007 

Japan(平成 19 年 9 月 12 日)へ出展を行った。 
② CEATEC JAPAN 2007（平成 19 年 10 月 2 日から 6 日）へ出展を行った。 
③ Embedded Technology 2007（平成 19 年 11 月 14 日から 16 日）へ出展を行った。 
④ 成果発表会（平成 20 年 1 月 31 日）へ出展を行った。 
 
新聞・TV メディア掲載：7 件 
日経産業新聞(2007年10月1日,12月16日)、CEATEC Show Daily(2007年10月2日)、テレビ東京

WBS(2008年1月31日) 
日本情報産業新聞(2008年2月4日,2月11日,2月12日) 

 
2.3-6. 知的財産の取得について 
2.3-6-1. 取得の方針 
  DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ技術は標準規格を繋げる技術であるため、仕様レベルでの知的

財産権の取得は行なわない。ただし、他の企業、団体に類似の特許を取得されないよう、学会等で技

術仕様に関する発表を積極的に行なう。今後、実用化の段階での工夫に新たな発明があれば、適宜、

知的財産化を行なう。検証を通して、課題が明確になった性能の課題やスケーラビリティの課題に対

し、実用化を進める中で特許を取得していく。 
 
2.3-7. まとめ 
2.3-7-1. 研究開発の取組み 

本研究開発における取組みとして、以下に示す内容の研究開発を行った。 
 

表 2.3-3 研究開発の取組み 
平成17年度 平成18年度 平成19年度 項

番 
内容 

上 下 上 下 上 下 
1 (1)DLNA/UPnP-ZigBee

ゲートウェイの開発 
      

ゲートウェイ仕様の策定 

ゲートウェイソフトウェアの開発 

サンプルアプリケーションへの適用 

DLNA コンテンツ生成機能の開発 

UPnP コントローラの開発 
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2 (2)DLNA/UPnP-ZigBee
ゲートウェイを用いた

DLNA 端末、UPnP 端

末、ZigBee 端末間での

相互接続試験による機

能の検証 

      

 
2.3-7-2. 成果と達成度 

研究開発項目ごとに、開発目標、実施内容及び主要成果を表 2.3-4 にまとめる。各項目とも、実施

計画で予定していた内容を全て実施し、計画通りの成果を得た。 
表 2.3-4 研究開発主要成果 

開発項目 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

(1)DLNA/UPnP-ZigBee ゲ ー

トウェイの開発 

 

【プロジェクト目標】 

DLNA/UPnP プロトコルと

ZigBee プロトコルを相互接続

し、AV デジタル情報機器と

ZigBee センサ機器間の透過的

な相互制御・監視・情報通知を

可能とする情報機器連携技術

を開発し、仕様及びリファレン

ス実装プログラムを公開する 

【年度目標】 

①DLNA/UPnPと ZigBeeをプ

ロトコルレベルで透過的な相

互制御・監視・情報通知を可能

にするゲートウェイ技術の仕

様を作成する。 

【実施内容】 

①内部構造設計 

②エンド・エンドルーティン

グ、コンテンツフォーマット変

換、制御プロトコル変換仕様の

策定 

【主要成果】 

①DLNA/UPnP-ZigBee ゲート

ウェイ仕様書 

 

【年度目標】 

①DLNA/UPnP-ZigBee ゲート

ウェイのリファレンス実装プ

ログラムの開発 

②サンプルアプリケーション

の開発 

【実施内容】 

①リファレンス実装プログラ

ムの設計と製作 

②サンプルアプリケーション

の設計と製作 

【主要成果】 

①DLNA/UPnP-ZigBee ゲート

ウェイ実装プログラム 

【年度目標】 

①DLNA コンテンツを生成するゲー

トウェイアプリケーション機能の開

発 

②ゲートウェイを介してセンサを制

御するための UPnP コントローラの

開発 

【実施内容】 

①コンテンツ生成アプリケーション

(ホームセキュリティ、健康モニタリ

ング)の設計と製作 

②UPnP コントローラ(ホームセキュ

リティ、健康モニタリング)の設計と

製作 

③仕様書公開 

④英語版仕様書作成 

【主要成果】 

①アプリケーションプログラム 

②UPnP コントローラプログラム 

③リファレンス実装プログラム公開

④DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェ

イ仕様書公開 

⑤英語版仕様書公開 

⑥国際学会発表(2 件) 

(2)DLNA/UPnP-ZigBee ゲ ー

トウェイを用いたDLNA端末、

UPnP 端末、ZigBee 端末間で

の相互接続試験による機能の

検証 

 

【プロジェクト目標】 

DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウ

ェイを用いたサービスを実現

【年度目標】 

①防犯、医療・健康、リモート

制御、AV 視聴の実アプリケー

ションへの適用仕様を作成す

る。 

【実施内容】 

①実アプリケーションへの適

用をした場合の事例仕様の策

定 

【年度目標】 

①高信頼リモート管理技術と

の連携機能の開発 

②リファレンス実装を用いた

検証と評価 

【実施内容】 

①高信頼リモート管理技術連

携機能の設計と製作 

②実装プログラムの結合試験 

【年度目標】 

①総合検証として高信頼リモート管

理技術との連携したサービスの検

証、ZigBee ノード認証管理技術との

連携したサービスの検証 

【実施内容】 

①総合検証実施 

②仕様書改版 

③デモ展示 

アプリケーション仕様の策定 

高信頼リモート管理技術との連携 

ZigBee 認証管理コントローラとの連携 

全体検証試験 
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する実アプリケーションへの

適用仕様ならびに防犯、医療・

健康分野におけるサンプルア

プリケーションプログラムを

開発し、DLNA/UPnP-ZigBee

ゲートウェイの機能の検証を

行う 

【主要成果】 

①DLNA/UPnP-ZigBee ゲート

ウェイ仕様書 

 

【主要成果】 

①連携検証報告書 

【主要成果】 

①検証報告書 

②DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェ

イ仕様書改版 

 
2.3-7-3. 今後の課題 

本研究開発では AV デジタル情報機器と ZigBee センサ機器間の透過的な相互制御・監視・情報通

知を可能とする情報機器連携技術として DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイ仕様を設計し、実装評価

とアンケートにより有効性を検証した。本技術仕様やその実装に関しては、実用化に向けた検討課題

として以下のものがあり、本技術の実用化や普及に向け継続して検討を進めていく必要がある。 
(1) ベンダ独自デバイス/サービス持つ機器の相互接続時のサービス運用性の向上 
(2) サービスに合わせた ZigBee 情報の収集頻度の 適なコンフィギュレーション指針 
(3) アプリケーションサービスの設定のための標準インタフェースやユーザインタフェースの整備 
(4) 各種スケーラビリティ性能の向上のための方式検討 
(5) 情報家電の標準機能を用いた更なるサービス連携の実現 
(6) ZigBee 仕様の 新のバージョンへの対応 
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２．４．高信頼リモート管理技術 
 
2.4-1. 研究開発技術の概要 

本研究開発では、家庭内のデジタル情報機器の保守サービスや省エネサービス等のリモート操作等

を行うためのプラットホーム技術である「高信頼リモート管理技術」を開発した。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（故障・障害イベントやリモート操作コマンド等）

の授受プロトコルとして、信頼性の高い（セキュアで確実に送達保障された）リモート管理プロトコ

ル仕様を策定した。また、その仕様に基づいて家庭内のデジタル情報機器等を統合管理する機器（リ

モート管理コントローラ）上で動作し、リモート管理プロトコルによりサービスポータルと通信し、

被制御装置（デジタル情報機器等）上で実行するプログラムの取得、データの格納、取り出し、送付

等の処理を行うリモート管理マネージャ技術及び保守サービスや省エネサービス等のためのリモート

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から成るリモート管理ポータル技

術を開発した。 
また、この「高信頼リモート管理技術」を利用してサービスを開発し、高信頼リモート管理技術の

有効性を検証した。さらに、機器認証運用管理技術・省エネのためのリモート制御技術との連携機能

及び健康見守り・ホームセキュリティサービスと省エネ制御サービスの総合検証システムに対して「高

信頼リモート管理技術」を適用し、本プロジェクトで開発された他技術との相互接続性についても検

証した。 

図 2.4-1 高信頼リモート管理技術の開発概要 
 
2.4-2. 研究開発の背景と課題 
(1) インターネットを利用した通信における高信頼性 

近年、インターネットを利用して各種サービスをユーザに提供する形態が一般化しつつある。日本

においては、インターネットへの常時接続環境も普及し、高速インターネットも普及し始め、インフ

高信頼リモート管理高信頼リモート管理技術技術のの機能機能構成図構成図

サービスポータル 家庭内

デジタル情報機器

パッチ
設定
など

エージェント用
オブジェクト到着通知

エージェント用
オブジェクト

取得

ECHONET
コントローラ等

エージェント

リモート管理
プロトコル

リモート管理マネージャ側
サービスオブジェクトフレームワーク機能

リモート管理マネージャ通信基盤機能

リモート管理コントローラ

リモート管理ポータルとの通信基盤機能

リモート管理マネージャ側サービス管理機能

エージェントへの通知機能

リモート管理マネージャ側サービス

リモート管理ポータル側
サービスオブジェクトフレームワーク機能

リモート管理ポータル通信基盤機能

リモート管理マネージャとの通信基盤機能

リモート管理ポータル側サービス管理機能

配布先（リモート管理コントローラ）管理機能

リモート管理ポータル側サービス

リモート管理
マネージャ技術

リモート管理
ポータル技術

 

メッセージ
メッセージ
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ラとしても成熟してきている。なかでもここ数年で新たに広がり始めたサービスとして、あるイベン

トの発生に連動して自動的にコンテンツの取得もしくは送信を行うサービスがある。例えば家庭内に

設置された防犯カメラなどのセンサ機器に不審なものが映し出された場合に、その事実を警備会社等

に通報するようなシステムである。 
この形態のシステムは、家庭とインターネットサービス（サーバ）間の情報の授受において人手を

介さないため、情報の送信に失敗した場合ユーザに対して多大な損害を与える可能性がある。一般に

インターネットは多くのユーザによって利用されている共有ネットワークであり、ネットワークが混

雑した際の送受信失敗など、比較的不安定なインフラであるといえる。その結果、送信しようとした

情報が送信先サービスまで届かないケースも発生しうる。このような理由から、上記に挙げたような

防犯等を目的としたセキュリティサービス等では、未だに専用の電話回線を用いて情報を送信してい

るものがほとんどである。しかしながら、近年、インターネット回線の低価格化、多様なインターネ

ットサービスの提供、IP 電話の普及などを背景に電話回線を持たないユーザが増加し始めている。こ

のようなユーザは上記のような電話回線を用いたサービスを受けられない。ユーザの費用的負担を考

えると、インターネットを用いて上記のようなセキュリティサービスが提供できるべきである。 
インターネットを用いてセキュリティサービスを提供する場合、上述のように「必ず届くべき情報

が届かない」というケースを解決することが課題となる。 
(2) マルチベンダ、マルチサービス 

現在、家庭内のデジタル情報機器をターゲットとしたサービスがいくつか登場している。例えば、

外出先から携帯電話を用いてハードディスクレコーダの番組予約を設定するサービスなどである。こ

のようなサービスは現在既に実用段階を迎え運用もされているが、大きな問題としてベンダごとにサ

ービスシステムが構築されていることが挙げられる。システム自体がベンダ A 専用、ベンダ B 専用と

ベンダごとに構築されているため、共通的な要件を実現する場合であっても、それぞれのベンダで個

別に機能開発を行う必要がある。これは、ベンダにとってコスト的に大きな負担となり結果的に大手

のベンダしかサービスを行うことができず、業界の発展に支障を与えることが考えられる。 
また、ユーザにとっても不利益が多い。まず、ベンダごとにサービスを受けるための機器を購入し、

運用する必要があり、費用面で大きな負担となる。また、前述のベンダに対するコスト増は結果的に

サービス及び機器の価格に反映され、 終的にユーザの負担となる。これは、ユーザの購入意欲を削

ぐ結果になり、やはり業界の発展に支障を与える。 
上記の問題を解決するためには、共通的な要件を実現する機能、システムを複数ベンダで共有する

マルチベンダ、マルチサービスの環境を実現する必要がある。このとき、様々なベンダのサービスが

相乗りするシステムとなるため、システムの拡張性が非常に重要な課題となる。 
(3) 様々な宅内プロトコル 

現在、デジタル情報機器分野は成長期である。そのため、デジタル情報機器間を繋ぐ宅内プロトコ

ルについても様々な試行錯誤が行われ、結果として多様な宅内プロトコルが開発され現在も増加して

いる状況にある。このような状況は、今後数年にわたって継続されると考えられるが、デジタル情報

機器の発展には必要なプロセスである。その一方で、ユーザに対してはいくつかの不利益を強いてい

る面がある。なぜなら、購入した機器が対応している宅内プロトコルが、よりよい宅内プロトコルの

登場により利用されなくなり、購入時には利用できていた機能の一部が利用できない状況が発生しう

るためである。このような状況が続けば、ユーザは機器を購入するモチベーションを失い、機器の買

い控えが発生し、ひいてはデジタル情報機器の発展に対して大きな障害となりうる。また、現在多様

な宅内プロトコルが開発、利用されている一方で、各宅内プロトコル間の相互運用について考慮せず

にプロトコル設計されているものもある。これにより、ユーザに複雑な操作を強いることになり、利

便性の面からみて問題がある。 
上記の問題を解決するためには、多様化する宅内プロトコルに随時対応していくための仕組みと、

それらの宅内プロトコル間を繋ぐための仕組みが必要となる。このとき、宅内プロトコルの追加やバ

ージョンアップに対していかに機器を対応させるか、つまりここでも拡張性が重要な課題となる。 
 

2.4-3. 研究開発の目標 
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高信頼リモート管理技術の開発は、(1)高信頼リモート管理プロトコル、(2)リモート管理マネージャ

技術及び(3)リモート管理ポータル技術から構成される。以下ではそれぞれの技術の内容とその目標に

ついて説明する。 
(1) 高信頼リモート管理プロトコル 

高信頼リモート管理プロトコルは、サービスを各家庭に提供するサービスポータルと、各家庭を結

ぶインターネットを主なインフラとした通信プロトコルである。本プロトコルの開発にあたっては以

下の目標を達成すべく設計、開発を行った。 
・確実なメッセージの送達 

高信頼リモート管理プロトコルの設計にあたっては、通信の確実性、信頼性を目標の一つとして設

計、開発を行った。これは具体的には宅内で発生したあるイベントが、通知されるべきシステムまで

確実に到達することである。今後の社会情勢から重要なサービスと考えられる高齢者世帯の健康見守

りサービスやセキュリティサービスは、人命や財産を守る目的に利用されるため、宅内で異常が発生

しているにも関わらず、それが然るべきシステムに通知されない場合生命の危機や財産の消失につな

がる可能性がある。従って、こうしたイベントを確実に通知するための通信技術が必要となる。 
・セキュアな通信路の確保 

近年、インターネットサービスは非常に多様な広がりを見せており、それに伴い取り扱う情報も多

様化している。中でも、個人情報をサービス事業者に一時的に預けることによって運用されるような

サービスは特徴的と言える。例えば、ショッピングサービスを運用するケースでは、商品購入時の決

済に利用するクレジットカード番号などをあらかじめシステムに登録しておき、ユーザが円滑に購入

処理を進められるようにしている。この場合、クレジットカード番号はもちろん重要な個人情報であ

り、他者に暴露されると重大な問題となる。また、前述の健康見守りサービスについても健康情報と

いう機密性の高い情報を扱っており、これも関係者以外に暴露されてはならない情報といえる。この

ような情報を扱う上において、通信路上で不正なユーザが通信内容を盗聴できないようにする必要が

ある。 
本プロジェクトでは家庭とサービスポータル間の通信にインターネット回線を用いることを想定し

ているが、このような前提で安全に通信ができるアーキテクチャの開発を目標の一つとして高信頼リ

モート管理プロトコルの設計、開発を行った。 
・様々なサービスに適用可能な汎用性 

今後、インターネットサービスの多様性はますます広がっていくと考えられる。本プロジェクトが

目標としているデジタル情報機器を活用したサービスも、まだこれから発展する分野のサービスであ

り、どのようなサービスが今後考案されるかは未知数の部分もある。本プロジェクトの成果はさまざ

まなサービスに対するプラットホームとして活用されることをめざしており、様々なサービスに適用

できて初めて効果が現れる。 
高信頼リモート管理プロトコルは、本プロジェクトでの総合検証試験で想定したサービスにとどま

らず、様々なサービスに適用できる汎用性を重視して設計、開発を行った。 
・プロトコルの透明性と普及 

本プロジェクトは、サービスのプラットホームの構築を目標としている。これは、様々なサービス

で利用されることを狙ったことであり、サービス開発者が開発を円滑に進めるためには、その技術仕

様についての情報は開示されるべきである。一般に開示することにより、サービス開発者はプラット

ホームの技術的特性や効果を理解した上で、適切な開発を行うことができる。 
高信頼リモート管理プロトコルは、上記のようにプロトコルの普及を意識して透明性の高いプロト

コル仕様とすることを目標の一つとして設計、開発を行った。 
(2) リモート管理マネージャ技術 

リモート管理マネージャ技術は、リモート管理ポータル技術と対を成す家庭側、つまり家庭に設置

されるリモート管理コントローラに関する技術である。本技術開発にあたっては、以下の目標を達成

すべく設計、開発を行った。 
・ユーザの負担が少ないサービス提供方式 

ユーザにとっての負担要素は様々なものがあるが、 も大きな要素とは「何をすればよいのか分か
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らない。」という状況を打破するための努力であると考えられる。ある目的を達成するために必要な作

業が複数あると、当然次の作業が分からないといった状況が発生する可能性があり上記のような問題

が発生する可能性が大きくなる。近年、コンピュータ技術の発展に伴い、ユーザが実施していた作業

の一部をコンピュータ、システムが代行するいわゆる自動化のアプローチが広く試みられている。例

えば、予定管理システムでシステム利用ユーザがシステムに予定を投入したことを契機に自動的に関

係者へメールを送信することや、システム利用ユーザがあるシステムにログインするだけで、その認

証情報を自動的に他のシステムに引き継いで以降のログイン操作を省略するなど、様々なアプローチ

が試行されている。本プロジェクトにおいても、家庭のユーザは IT リテラシの低いユーザである可

能性があり、コンピュータ、インターネットサービスに関しての知識が乏しい状況でサービスを利用

することも考えられる。 
リモート管理マネージャ技術では、上記のような問題に対してサービス利用に際しての利用者の負

担をできる限り低減することを目標の一つとして設計、開発を行った。 
・サービス開発者の負担が少ないプラットホーム 

ユーザに対して様々なサービスを提供するためには、当然その前段階としてサービスの開発が必要

となる。これは、サービス開発者が様々な技術を利用しサービスソフトウェアを設計、実装すること

によって実現される。このサービスソフトウェアは、もちろんユーザに対して提供したい機能要件、

つまりビジネスロジックが主たる構成要素である。しかし、時には遠隔の機器やソフトウェアと通信

を行うことが必要となるケースがある。このような通信処理は、専門的な知識を前提に設計、実装す

る必要がある場合が多く、開発者に対して様々なスキルを要求する。このため、当然開発者のスキル

アップのための教育などが必要となり、結果的にサービス開発コストの増大、サービス開発スピード

の低下につながる。サービス開発コストの増大は、前述したサービス運用コストの増大と同じ理由に

より 終的にはユーザに対する不利益につながる。また、サービス開発スピードの低下は、つまり新

しいサービスの創出の機会を失う可能性につながり、結果的にユーザが多様なサービスを受ける機会

を失うことにつながる。これは、インターネットサービス業界の発展自体を鈍化させ、インターネッ

トサービスに関わる多くの人に影響がある。 
リモート管理マネージャ技術は、上記のような問題に対して開発者にとって負担が少なくなるよう

な機能のプラットホーム化、アプリケーションインタフェースの提供を目標の一つとして設計、開発

を行った。 
・マルチベンダ、マルチサービス 

近年、本プロジェクトでターゲットとしているようなデジタル情報機器を活用したいくつかのサー

ビスがユーザに対して提供され始めている。現状では、AV 機器のリモートからの設定など非常にシ

ンプルなものが多いが、着実に発展を続けていると評価できる。しかし一方で、これらのサービスは

特定機器ベンダによってそのベンダが提供する機器専用に提供されている。そのため、サービスを有

効に活用するためには、ユーザは同じ機器ベンダの機器を買い揃える必要がある。AV 関連機器につ

いてのみ考えても、各機器ベンダで機能や性能、デザイン等の特徴が異なり、ユーザが嗜好する機器

を単一の機器ベンダで揃えてしまうと、ユーザにとって満足できないケースが多々ある。これは、ユ

ーザにとっても損失であるし、この不満足を理由に、結果的にデジタル情報機器の購入を控えるとい

う結果にもなりえ、デジタル情報機器業界の発展を鈍化させる要因にもなりうる。 
リモート管理マネージャ技術は、上記のような状況から脱し、ユーザが自由にデジタル情報機器を

選択できるような状況を作るためにマルチベンダの機器、マルチサービスが扱える基盤技術とするこ

とを目標の一つとして設計、開発を行った。 
・多様な宅内プロトコルへの柔軟な対応 

デジタル情報機器は現在急速に普及、技術革新が起きている分野である。技術革新の過程において

は、様々な技術的試行が行われるため、結果的に様々な通信プロトコルが考案される。これは、技術

の成熟期に達するまでの過渡期においてはやむを得ないことであるが、現状この過程においてユーザ

が多くの負担を払っている場合が多い。各デジタル情報機器は、発売時期によってその時点で普及を

目指していた通信プロトコルが採用される。近年は、その後 1 年に満たない期間のうちに、さらに改

良された通信プロトコルが登場し、ユーザが購入したデジタル情報機器が対応する通信プロトコルが
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利用できなくなるケースがある。ここでいう、利用できないとは、購入後に発売されたデジタル情報

機器と連携したりすることができなくなるという意味であるが、様々な機器やインターネットサービ

スと連携することによって価値が引き出されるデジタル情報機器にとって、他の機器と接続できなく

なるということはその価値の多くを失う結果になる。これは、ユーザにとって大きな損失である。ま

た、多くの通信プロトコルはデジタル情報機器の分類ごとに考案されることが多い。例えば、AV 機

器、白物家電、センサ機器といった分類である。現状は、それぞれの分類ごとに考案された通信プロ

トコルは相互の連携を考慮して設計されていないケースもあり、それゆえ新しい利用価値の創出を制

限する結果につながる場合がある。連携を可能とすることによって生み出されるサービスの価値が、

ユーザを惹きつけるとすれば、通信プロトコルの普及という観点からも機会損失となる。 
リモート管理マネージャ技術は、上記のような状況も考慮して様々な宅内プロトコルへ柔軟に対応

できるようなアーキテクチャを目標の一つとして設計、開発を行った。 
(3) リモート管理ポータル技術 

リモート管理ポータル技術は、リモート管理マネージャ技術と対を成すサービスポータル側技術で

ある。本技術開発にあたっては、以下の目標を達成すべく設計、開発を行った。 
・サービス運用コストの低減につながるプラットホーム 

本プロジェクトは、誰もが安全、安心に様々なサービスを利用できることをテーマとして掲げてお

り、比較的サービスの利用ユーザ寄りの観点から技術開発が行われている。しかし、サービスの運用

側観点からも評価する必要がある。なぜなら、サービス運用は通常ユーザが直接関わらない形で行わ

れるが、サービス運用によってかかるコストは、 終的にはサービスをユーザに提供する際のサービ

ス価格に反映されるため、ユーザに間接的に影響があるためである。 
リモート管理ポータル技術は、このような観点からサービス運用の容易化、簡略化のための様々な

運用機能をプラットホームとして提供することを目標の一つとして設計、開発を行った。 
・サービス開発者の負担が少ないプラットホーム 

リモート管理マネージャ技術で述べたのと同様に、リモート管理ポータル技術についても、本観点

の問題を解決すべく機能のプラットホーム化、アプリケーションインタフェースの提供を目標の一つ

として設計、開発を行った。 
・スケーラビリティのあるプラットホーム 

デジタル情報機器の普及を考えると、サービス事業者は数多くのユーザを相手にサービス提供する

必要がある。ユーザが増加すると、当然サービスを提供するサービスポータルに対しての負荷も増大

する。このような状況で、サービスポータルのキャパシティを超えたためにユーザのサービス利用を

制限するといった運用は、当然ユーザにとって大きな不利益であり、サービス利用のモチベーション

を下げる結果にもつながる。このような状況においては、通常何らかの負荷分散のテクノロジを取り

入れて、サーバリソースを増強して対応するなどの対策がとられる。このような対策を講じることに

より、ユーザに対して常に安心してサービスを利用できる状況を作ることができる。 
リモート管理ポータル技術は、上記のような観点から負荷分散可能なサーバアーキテクチャを確立

することを目標の一つとして設計、開発を行った。 
・マルチベンダ、マルチサービス 

現在のインターネットサービスの問題点の一つに、サービス構築のためのコストが非常にかかるた

め中小のサービス事業者の参入が非常に難しいということが挙げられる。サービスを構築、運用する

ためには、少なくとも定常的に動作しているサーバ群及び各家庭を繋ぐ通信インフラを用意し、維持

していく必要がある。これは、中小のサービス事業者にとっては非常に高額な投資となり、失敗のリ

スクからサービス提供を見合わせるというケースも実際多く発生していると考えられる。これは、た

とえ革新的なアイデアを取り入れたサービスが考案されても、それが実際にユーザまで届かないとい

う結果につながる可能性もありユーザに対しても不利益となりうる。本プロジェクトでは、このよう

な問題に対して、様々なサービス事業者がサービスに必要なサーバ群やインフラを共用して運用する

ことによって、それぞれのサービス事業者で費用を分担し、結果的にサービス事業者が負担する費用

を低減することを狙って、サービスポータルというポータルサイトを前提にサービスを構築する方式

を提案した。 
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リモート管理ポータル技術は、上記のようなサービスポータルで様々なサービス事業者の様々なサ

ービスが構築、運用できることを目標の一つとして設計、開発を行った。 
・既存技術との連携 

現在、インターネットサービスに関わる様々な技術が考案されている。特にサーバ関連技術につい

ては、その歴史の長さから、ある場面においては標準的に利用されることもある。本プロジェクトが

デジタル情報機器をターゲットにしたサービスを想定しているとしても、サービスポータルに構築さ

れるインターネットサービスは、サーバ上に構築されるものがほとんどであり、既存の技術との親和

性を無視できない。なぜなら、完全に新規にサービスを構築する場合は、新しい技術を採用したシス

テムを構築すればそれで問題ないが、既存のサービスを再利用して新たにデジタル情報機器向けのサ

ービスを提供するようなケースも考えられる。この場合、既存のサービスアプリケーションを全て新

しい技術を採用したアプリケーションに開発しなおす必要が発生する。これは、当然開発コストの増

大、開発期間の長期化につながる。 
リモート管理ポータル技術は、上記のような標準的に採用される既存技術との親和性を重視し、共

存できることを目標の一つとして設計、開発を行った。 
 

なお、高信頼リモート管理技術と、関連する他の技術の位置づけは図 2.4-2 の通りであり、高い信

頼性と汎用性にフォーカスして開発を行った。 
 

信
頼

性
 

汎用性 

高信頼リモート管理プロトコル
既存のプロトコルメッセージを宅外から宅内へ

高信頼に送付、ソフトウェアのリモート導入 

低
 

適用領域が特化 様々な分野へ適用可能 

ITU-T J.190  
家庭内の複数の固有ドメインをシーム
レスに機器連携するためのホームネッ

トワークアーキテクチャを定義 

Home Gateway 
Initiative 

既存の技術標準を利用してホーム

ゲートウェイの仕様化のための要

件を策定 DLNA 
AVコンテンツの共有
を目的としたガイドラ

インを策定 UPnP
機器の検出と設定を自

動化する規格 

UOPF 
ネット家電との通信コネクシ

ョンを確立する仕様 

ECHONET 
生活家電のネットワ

ーク化を目指したネッ
トワーク規格 

OASIS RCXML
機器（主にAV系)をリモ
ート操作するための抽象

化言語を策定  

高
 

 
図 2.4-2 高信頼リモート管理技術と関連技術のベンチマーク 

 
2.4-4. 研究開発の成果と内容 

本項では、高信頼リモート管理技術で技術開発した成果の技術概要について報告する。 
(1) システム構成 

本開発物件のシステムは、大まかにバックエンド、サービスポータル、家庭から構成される（図 2.4-3）。
本システムを利用するアクターとして、サービスポータル運用者とユーザが存在する。 
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サービスポータルサービスポータル
バックエンド

バックエンド

家庭家庭

サービスポータルサーバ

リモート管理
コントローラ

デジタル情報機器

ポータル
運用者

ユーザ

 
図 2.4-3 対象システム構成 

 
・バックエンド 

バックエンドとは、デジタル情報機器の製造メーカや電力会社など、本システムを利用して家庭内

に設置されたデジタル情報機器をリモート管理することを目的とした事業者のことである。バックエ

ンド事業者はサービスポータルとインターネットなどの通信路により接続している。バックエンド内

で立ち上げているサーバ群がサービスポータル内で動作するサーバと連携することにより、バックエ

ンド事業者は家庭内のデジタル情報機器を操作することができる。 
・サービスポータル 

サービスポータルとは、家庭内のデジタル情報機器を一元的に管理するためのサービスポータルサ

ーバを運用している事業者のことであり、本システムの中核的な役割を果たしている。サービスポー

タル内ではサービスポータルサーバが運用されており、このサービスポータルサーバにおいて本プロ

ジェクトで開発するソフトウェアが動作する。このサービスポータルは複数の家庭との接続関係を持

ち、サービスポータルサーバを用いて各家庭と締結したサービス契約に従って家庭内のデジタル情報

機器をリモート管理する。また、サービスポータルはバックエンドとも接続関係を持ち、バックエン

ドからのリモート管理要求を受け取り、その要求を適切に家庭に転送する。 
・家庭 

本システムにおける家庭とは、リモート管理されるデジタル情報機器をひとつ以上保持しており、

サービスポータルと契約関係を持つ家庭のことを指す。家庭内には、管理対象であるデジタル情報機

器と、サービスポータルからのリモート管理メッセージを受け取るリモート管理コントローラが設置

される。リモート管理コントローラは、サービスポータルからのリモート管理メッセージを受け取り、

操作対象であるデジタル情報機器が解釈できる形に変換して、転送する役割を持つ。 
・ポータル運用者 

ポータル運用者とは、サービスポータル内でサービスポータルサーバを操作・管理する役割を持つ

運用者のことである。本システムにおいて、ポータル運用者は、バックエンドから提供されるサービ

スの登録・更新・削除を行う役割、サービスを用いて家庭内のデジタル情報機器をリモート管理する

役割、家庭からの契約要求を確認する役割を持つ。 
・ユーザ 

ユーザとは各家庭に住んでいる人のことであり、リモート管理対象デジタル情報機器の所有者であ

る。デジタル情報機器をサービスポータルに管理してもらうかどうかは、このユーザが決定し、サー

ビスポータルと契約を結ぶ。 
 

(2) 高信頼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送受信、サービスポータルからのリモー

ト操作のコマンド（収集・分析・対策・配布等）発行等を統一的に処理可能な通信、管理プロトコル

が高信頼リモート管理プロトコルである。本プロジェクトでは、以下に示すプロトコル仕様、本プロ
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トコルのリファレンス実装および本プロジェクトの実装準拠性検証ツールを開発した。これにより、

デジタル情報機器のリモート制御に必要な基本機能をプラットホームとして提供することができ、ま

たリファレンス実装や検証ツールによってプロトコル普及に貢献することができた。 
以下に高信頼リモート管理プロトコルの成果の詳細を示す。 

① ポータル・リモート管理マネージャ間プロトコル仕様 
ポータル・リモート管理マネージャ間プロトコル仕様は、サービスポータルとリモート管理コント

ローラ間の通信仕様及びサービス配布仕様からなる。各仕様の概要は、以下のとおりである。 
(a) 高信頼リモート管理通信仕様 

高信頼リモート管理通信仕様は、サービスポータルとリモート管理コントローラの間でリモート管

理やソフトウェア配布を行うための通信処理手順とメッセージフォーマットを規定したものである。 
② エージェント向けリモート管理マネージャ API 仕様 

エージェント向けリモート管理マネージャ API 仕様は、デジタル情報機器上で動作するエージェン

ト（リモート管理マネージャと通信を行う実行プログラムの総称）が処理すべきメッセージがリモー

ト管理マネージャに配布されてきたことをエージェントへ通知する API と、そのメッセージをエージ

ェントが取得するための API を規定するものである。 
③ サービスオブジェクト API 仕様 

サービスオブジェクト API 仕様は、リモート管理コントローラ上で動作するリモート管理ソフトウ

ェアのパッケージフォーマットを規定する仕様である。 
④ サービスオブジェクト管理 API 仕様 

サービスオブジェクト管理 API 仕様は、サービスオブジェクトをサービスポータルからリモート管

理マネージャに、登録、削除、更新するライフサイクル全般を管理する API を規定する仕様である。 
⑤ リファレンスソフトウェア 

リファレンスソフトウェアは、「情報家電サービス基盤フォーラム 高信頼リモート管理プロトコル

仕様書 Version 1.0」で規定したプロトコルを実装したソフトウェアである。本ソフトウェアの目的

は、高信頼リモート管理プロトコルの実現性検証及びプロトコルの普及を促進することである。 
⑥ 検証ツール 

検証ツールは、情報家電サービス基盤フォーラムで策定した「情報家電サービス基盤フォーラム 高
信頼リモート管理プロトコル仕様書 Version 1.0」を実装したソフトウェアの仕様準拠性を計るため

のツールセットである。本成果についても、リファレンスソフトウェアと同様、高信頼リモート管理

プロトコルの普及を目的としたものである。 
 
(3)リモート管理マネージャ技術 

リモート管理マネージャ技術は、サービスポータルからのデジタル情報機器のリモート管理を実現

するために必要な、通信機能、サービス管理機能、デジタル情報機器上のエージェント管理機能及び

一般的なサービス開発を容易にするための各応用機能を実装したサービスオブジェクトフレームワー

ク機能からなるリモート管理コントローラ側の技術である。本技術により、通信やサービス管理とい

ったアプリケーションによらず共通的に必要となる機能群を隠蔽することができ、さらにサービスオ

ブジェクトフレームワーク機能により一般的なアプリケーションの開発については非常に少ないコス

トでの開発可能となった。 
① サービスポータルとの通信基盤機能 

サービスポータルとの通信基盤機能は、ポータル・リモート管理マネージャ間プロトコルに従い、

リモート管理コントローラで動作するリモート管理マネージャにおいて、サービスポータルからのリ

モート操作コマンド（収集・分析・対策・配布等）やマネージャ上で動作するリモート管理サービス

等の実行プログラムを内包したメッセージを受理し、リモート管理マネージャからサービスポータル

へ応答メッセージを送信する機能である。また、サービスポータルとリモート管理コントローラ間の

通信を高信頼にするために、メッセージの到達を保証する機能を提供する。 
② リモート管理マネージャ側サービス管理機能 

リモート管理マネージャ側サービス管理機能は、サービスポータルから転送されたサービスオブジ



Ⅲ-2.4-9 

ェクトの解析、バージョン管理、配備、削除、更新等のライフサイクル管理を行う機能である。 
③ エージェントへの通知機能 

エージェントへの通知機能は、デジタル情報機器をリモート制御するために、デジタル情報機器に

搭載されたエージェントへの通知処理を行うための機能を提供する。 
④ リモート管理マネージャ側サービスオブジェクトフレームワーク機能 

リモート管理マネージャ側サービスを容易に開発可能なフレームワーク機能を提供する。フレーム

ワーク機能では、要求された情報をサービスポータルへ送信する機能、サービスポータルからのリモ

ート操作指示をエージェントへ転送するための機能、エージェントから上がってきた故障・障害情報

をサービスポータルへ転送するための機能、スケジュールに従って自律的にデータをサービスポータ

ルへ転送する機能、コントローラに表示する画面を管理するための機能を提供する。本プロジェクト

で開発したサービスオブジェクトフレームワーク機能は以下のとおりである。 
(a) ログ収集サービスフレームワーク機能 

ログ収集サービスフレームワークは、家庭で収集されたデジタル情報機器の状態データや、デジタ

ルテレビの視聴データなどまとまった形のデータをサービスポータルに集積するアプリケーションを

容易に開発するためのフレームワークである。データを集積するために必要な機能である情報のスト

レージと情報をサービスポータルへと転送する機能を比較的簡単な実装で実現するためのインタフェ

ースを提供する。 
(b) 情報収集サービスフレームワーク機能 

情報収集サービスフレームワーク機能は、家庭内で収集された様々な情報、例えばデジタル情報機

器の稼働状況や宅内センサからのセンシング情報などを蓄積、転送するための汎用的な機能を提供す

る。 
(c) リモート操作サービスフレームワーク機能 

リモート操作サービスフレームワーク機能は、サービスポータルから比較的単純な操作コマンドを

各家庭のデジタル情報機器などに送信しリモート操作したいような場合に必要となる汎用的な機能セ

ットを提供するフレームワーク機能である。送信する操作コマンドは文字列メッセージに限定される

が、通信処理などに必要な処理手順のほとんどをリモート操作サービスフレームワークが代替するた

め、アプリケーション開発を非常に容易する効果がある。 
操作コマンドの送信方法については、一般的な同期通信の他に家庭側での処理に長時間かかるもの

も想定し、非同期送信をサポートする。また、非同期通信の中でも結果の返却を期待しないワンウェ

イ通信及び結果の返却を期待するコールバック通信をサポートする。 
(d) 異常通知サービスフレームワーク機能 

異常通知サービスフレームワーク機能は、デジタル情報機器等が自身の異常を検出したり、センサ

機器等が家庭の異常な状態、例えば急激な温度上昇などをサービスポータルに通知したりする場合に

必要となる汎用的な機能セットを提供するフレームワーク機能である。安全に関わる通知を扱うこと

を想定しているため、異常通知サービスフレームワークは、確実にサービスポータルへ通知が届くこ

とを重視して設計する。そのため、情報機器等から発信された異常通知は、リモート管理コントロー

ラの急な停止があった場合もその内容を失わないために、一旦キューに格納して永続化する。キュー

に格納された異常通知を順次サービスポータルへ送信する。 
(e) パッチ適用サービスフレームワーク機能 

パッチ適用サービスフレームワーク機能は、デジタル情報機器の不具合を修正するためのパッチフ

ァイルをサービスポータルから各家庭へ送付し、デジタル情報機器の設定ファイルをサービスポータ

ルから一斉に書き換えたいような要件を、簡易に実現するためのフレームワーク機能である。 
パッチファイル等のデータは、パッチ適用処理を実装したサービスオブジェクトに包含してサービ

スポータルから配信し、リモート管理コントローラ上で、配信されたサービスオブジェクトに含まれ

るパッチ適用プログラムによって適用される。パッチ適用サービスフレームワークでは、これらの一

連の処理を補助するための、情報機器との通信に利用するエージェントプラグインへのアクセスイン

タフェース及びパッチ適用後不要となったパッチ適用プログラムを停止させる機能などを提供する。 
(f) 画面管理サービスフレームワーク機能 
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画面管理サービスフレームワーク機能は、サービスが個別に用意するユーザインタフェース画面に

操作者が容易にアクセスできるようにするため、各アプリケーション用の画面へとユーザを導くメニ

ュー画面を生成するためのフレームワーク機能である。各アプリケーションからあらかじめ UI 情報

を登録させ、操作者が要求した画面内容にあったメニュー画面を生成する。 
 
(4)リモート管理ポータル技術 

リモート管理ポータル技術は、サービスポータルからのデジタル情報機器のリモート管理を実現す

るために必要な、サービスポータル内外との通信機能、サービス管理機能及び一般的なサービス開発

を容易にするための各応用機能を実装したサービスオブジェクトフレームワーク機能からなるサービ

スポータル側の技術である。本技術により、通信やサービス管理といったアプリケーションによらず

共通的に必要となる機能群を隠蔽することができ、さらにサービスオブジェクトフレームワーク機能

により一般的なアプリケーションの開発については非常に少ないコストでの開発可能となった。 
① リモート管理マネージャとの通信基盤機能 

リモート管理マネージャとの通信基盤機能は、ポータル・リモート管理マネージャ間プロトコルに

従い、リモート管理コントローラからの様々な情報を受理し、その結果をリモート管理コントローラ

へ応答メッセージとして送信する機能である。また、サービスポータルとリモート管理コントローラ

間の通信を高信頼にするために、メッセージの到達を保証する機能を提供する。 
② サービスポータル側サービス管理機能 

サービスポータルにおいて、ポータル運用者が要求したサービスオブジェクトの登録、削除、変更

等のライフサイクル管理とサービスオブジェクトのバージョン管理を行う。 
③ 配布先（リモート管理コントローラ）管理機能 

配布先（リモート管理コントローラ）管理機能は、サービスオブジェクトの配布先となるリモート

管理コントローラの一覧および各家庭が契約し利用しているサービスの情報を管理する。また、各家

庭にサービスオブジェクトを配布する処理も行う。配布先（リモート管理コントローラ）管理機能が

備える中機能を以下に示す。 
④ サービスポータル側サービスオブジェクトフレームワーク機能 

サービスポータル側サービスオブジェクトフレームワーク機能は、リモート管理マネージャ側サー

ビスオブジェクトフレームワーク機能と同様にサービスポータル側サービスを容易に開発可能なフレ

ームワーク機能を提供する。その機能は、パッチ適用サービスフレームワークを除くリモート管理マ

ネージャ側サービスオブジェクトフレームワーク機能と対を成すものであり以下の機能により構成さ

れる。 
(a) ログ収集サービスフレームワーク機能 

ログ収集サービスフレームワーク機能は、リモート管理マネージャ技術で記載したものと対となる

サービスポータル側の機能である。 
(b) 情報収集サービスフレームワーク機能 

情報収集サービスフレームワーク機能は、リモート管理マネージャ技術で記載したものと対となる

サービスポータル側の機能である。 
(c) リモート操作サービスフレームワーク 

リモート操作サービスフレームワーク機能は、リモート管理マネージャ技術で記載したものと対と

なるサービスポータル側の機能である。 
(d) 異常通知サービスフレームワーク 

異常通知サービスフレームワーク機能は、リモート管理マネージャ技術で記載したものと対となる

サービスポータル側の機能である。 
(e) 画面管理サービスフレームワーク機能 

画面管理サービスフレームワーク機能は、リモート管理マネージャ技術で記載したものと対となる

サービスポータル側の機能である。 
⑤ 汎用リモート管理サービス実行基盤制御機能 

汎用リモート管理サービス実行基盤制御機能は、リモート管理サービスを実装したソフトウェアを、
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OSGi やアプリケーションサーバへ動的に配備・実行・停止・削除する技術、およびサービスポータ

ルからリモート管理コントローラにまたがる一貫したソフトウェア管理を実現する。本開発では、ア

プリケーションサーバとして、広く一般利用されているオープンソースソフトウェア JBoss を対象と

した。本技術により、アプリケーションサーバという既存の資産、アーキテクチャを活用できるよう

になり、サービス事業者への導入が容易となる。 
 
2.4-5. 研究開発成果の検証 
(1) 独自検証 
・概要 

本検証シナリオでは、サービスポータルからリモート管理コントローラ、デジタル情報機器を想定

した PC（メディアサーバ）に対して、サービスアプリケーションを配信し、リモート管理コントロ

ーラへの機能追加、デジタル情報機器への機能追加を行う。機能追加の内容としては以下のとおりで

ある。リモート管理コントローラへは、宅内プロトコル対応機能を追加する。具体的には、機能追加

前には対応していない Bluetooth プロトコルでの通信を可能とする機能を追加する。これにより、

Bluetooth プロトコルに対応した携帯端末を発見できるようになり、また相互の通信が可能となる。

PC（メディアサーバ）へは、動画メディアを操作するためのいくつかの機能を追加する。具体的には、

インターネット上で公開されているオンライン動画配信サービスから人気の動画を取得機能及び取得

した動画を携帯端末に転送する機能を追加する。 
本検証シナリオは、動向の変化が激しいインターネットサービスに対して、一旦購入すると数年は

買い換えることがないデジタル情報機器のライフサイクルのギャップを埋めるための解決策を提案し

ており、本プロジェクトの開発成果の有効性を示すには適当であると判断し採用した。本検証により、

本プロジェクトで開発した高信頼リモート管理プロトコルによる高信頼、セキュアなサービスポータ

ルとの通信、リモート管理マネージャ技術、リモート管理ポータル技術の連携によって実現されるサ

ービスライフサイクル管理の有効性が検証できた。 
以下に、検証シナリオの各フェーズの詳細を示す。 

(A) Bluetooth 対応機能追加 
Bluetooth 対応機能追加のフェーズでは、サービスポータルにて Bluetooth 対応機能モジュールを

登録し、それを契機に登録した Bluetooth 対応機能モジュールが配信されてリモート管理コントロー

ラに適用されるまでを確認する。シーケンス詳細を以下に示す。 
① 機器発見 

初期状態では、リモート管理コントローラは宅内プロトコルとして UPnP に対応した機器であ

る PC（メディアサーバ）のみが認識可能であることを確認する。 
② サービス更新 

サービスポータルのサービス管理画面にて、Bluetooth 対応機能モジュールを登録し、登録し

た Bluetooth 対応機能モジュールをリモート管理コントローラに配信する。 
③ サービス適用 

サービスポータルから送信された Bluetooth 対応モジュールを、リモート管理コントローラに

適用する。この適用処理により、リモート管理コントローラは Bluetooth プロトコルでの通信を

サポートするようになる。 
④ 機器発見 

Bluetooth 対応モジュール適用後に Bluetooth 対応機器である携帯端末が認識可能であるか確

認する。この発見処理時には、1 で発見できた UPnP 対応機器である PC（メディアサーバ）及

び Bluetooth 対応機器である情報端末が発見される。 
(B) 動画メディア操作機能追加 

動画メディア操作機能追加のフェーズでは、サービスポータルにて動画メディア操作機能モジュー

ルを登録し、それを契機に登録した動画メディア操作機能モジュールが配信されてリモート管理コン

トローラに適用されるまでを確認する。シーケンス詳細を以下に示す。 
① サービス更新 
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サービスポータルのサービス管理画面にて、動画メディア操作機能モジュールを登録し、登録

した動画メディア操作機能モジュールをリモート管理コントローラに配信する。 
② サービス適用 

サービスポータルから送信された動画メディア操作機能モジュールを、リモート管理コントロ

ーラに適用する。この適用処理により、リモート管理コントローラには動画転送機能が追加され、

PC（メディアサーバ）と携帯端末間の動画ファイル転送の中継が可能となる。 
③ ソフトウェア追加 

サービスポータルから送信された動画メディア操作機能モジュールに含まれる PC（メディア

サーバ）用のソフトウェアを抽出し、UPnP プロトコルを利用してソフトウェアを転送する。 
④ ソフトウェア適用 

リモート管理コントローラから転送されたソフトウェアを PC（メディアサーバ）に適用する。

この適用処理により PC（メディアサーバ）は、動画を動画配信サービスから取得し、携帯端末

に転送することが可能となる。 
(C) 動画転送 

動画転送のフェーズでは、人気動画の一覧をインターネット上の動画配信サービスに問い合わせ、

その中の一つの動画を取得し、携帯端末で再生可能な動画フォーマットに変換、携帯端末へ転送する

までを確認する。シーケンス詳細を以下に示す。 
① 動画リスト取得 

PC（メディアサーバ）に適用された動画メディア操作ソフトウェアが、インターネット上の動

画配信サービスに人気の動画一覧を、Web サービス API を用いて問い合わせる。動画メディア

操作ソフトウェアは、動画配信サービスから返却された人気動画一覧を動画操作画面に表示する。 
② 動画選択 

動画メディア操作ソフトウェアの動画操作画面を用いて動画の一つを選択して、携帯端末への

転送を要求する。 
③ 動画取得 

動画メディア操作ソフトウェアは、②で選択された動画の取得要求を動画配信サービスに送信

し、動画ファイルをダウンロードする。 
④ フォーマット変換 

動画メディア操作ソフトウェアは、③で取得した動画ファイルを携帯端末で再生可能なファイ

ル形式に変換する。 
⑤ ファイル転送 

動画メディア操作ソフトウェアは、④でフォーマット変換した動画ファイルを、UPnP プロト

コルを用いて、まずリモート管理コントローラに送信する。これは、PC（メディアサーバ）は

Bluetooth に対応していないため直接携帯端末との通信ができないためである。次に、動画ファ

イルを受信したリモート管理コントローラ上の動画メディア操作機能は、Bluetooth プロトコル

を用いて携帯端末に動画ファイルを送信する。 
・検証システム構成 

検証システムの機器構成を図 2.4-4 に示す。 
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図 2.4-4 検証システム構成 
 
(2) 総合検証１ 健康見守りサービスとホームセキュリティサービス 

高信頼リモート管理技術は、総合検証１の検証システムにおいても適用し、その有効性を実証して

いる。家庭内でセンサによりセンシングした健康情報をサービスポータルに高信頼リモート管理プロ

トコルを用いて送信し、高信頼、セキュアなサービスを提供する基盤として利用できることが確認で

きた。 
 
(3) 総合検証２ 省エネ制御サービス 

高信頼リモート管理技術は、総合検証２の検証システムにおいても適用し、その有効性を実証して

いる。サービスポータルと家庭間での省エネ制御メッセージの交換において高信頼リモート管理プロ

トコルを利用し、高信頼、セキュアな通信を実現できた。また、省エネ制御を行うためのサービスア

プリケーションを、必要に応じて追加、更新し、新たなサービスの開始に合わせて柔軟に家庭内の環

境を整備することが可能であることを確認できた。 
 
2.4-6. 標準化の取り組み 
(1) 情報家電サービス基盤フォーラム 情報家電リモート管理 SIG の活動内容 

本プロジェクトにて開発した技術の大部分は、情報家電サービス基盤フォーラムの情報家電リモー

ト管理 SIG にて標準仕様としてフォーラムメンバに広く公開した。これは、2.4-3 項の目標に挙げた

「プロトコルの透明性と普及」で述べたように多様なサービスで利用されるサービスプラットホーム

の確立を 終目標としているためである。但し、サービスプラットホームとして様々なサービス事業

者、機器ベンダが利用するためには、単に技術仕様を公開するだけでは十分に利用者の技術要件を把

握できず利用範囲が限定される仕様となることを懸念し、仕様の策定から公開までのフェーズを多数

の企業により行う情報家電リモート管理 SIG への提案に至った。 
情報家電リモート管理 SIG としての、主要な活動履歴を表 2.4-1 に示す。 
 

表 2.4-1 情報家電サービス基盤フォーラム 情報家電リモート管理 SIG の活動履歴 
日付 イベント 活動概要 

2006年2月15日 第1回 情報家電サービス基盤フォ

ーラム 
情報家電リモート管理 SIG の目標、活動計画

についての発表を行った。 

インターネット bluetooth 無線 

携帯端末 

PC（メディアサーバ）

リモート管理コントローラ 
サービスポータルサーバ 

ポータル運用者 

サービス操作 

サービス操作 
メディア操作 

ユーザ 

動画配信サービス
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2006年3月1日 第1回 情報家電リモート管理 SIG 情報家電リモート管理 SIG の目標、活動計画

及び高信頼リモート管理プロトコルの検討ポ

イントを提案した。 
2006年5月31日 第2回 情報家電リモート管理 SIG 高信頼リモート管理プロトコル仕様書

Version1.0 ドラフトを提示。コアとなる一連

の通信仕様を提案した。 
2006年9月4日 第3回 情報家電リモート管理 SIG 高信頼リモート管理プロトコル仕様書

Version1.0 ドラフトに対して提議されたいく

つかの技術的課題について議論。 
2006年10月20日 第2回 情報家電サービス基盤フォ

ーラム 
情報家電リモート管理 SIG の活動状況、高信

頼リモート管理プロトコル仕様の技術概要に

ついて報告。 
2006年12月13日 第4回 情報家電リモート管理 SIG 高信頼リモート管理プロトコル仕様書

Version1.0 ドラフトにリモート管理ソフトウ

ェア配布仕様を追加し提案。 
2007年2月26日 第3回 情報家電サービス基盤フォ

ーラム 
情報家電リモート管理 SIG の活動状況、高信

頼リモート管理プロトコル仕様の技術概要に

ついて報告、レクチャ。 
2007年7月18日 第5回 情報家電リモート管理 SIG 高信頼リモート管理プロトコル仕様書

Version1.0 にセキュリティ仕様を追加して

Version1.1 ドラフトとして提案。 
2007年7月23日 高信頼リモート管理プロトコル仕

様書 Version 1.0をリリース 
パブリックコメント、投票フェーズを経て高信

頼リモート管理プロトコル仕様書 Version1.0
をリリース。 

2007年10月15日 第4回 情報家電サービス基盤フォ

ーラム 
情報家電リモート管理 SIG の活動状況、高信

頼リモート管理プロトコル仕様の技術概要に

ついて報告。 
2008年1月18日 高信頼リモート管理プロトコル仕

様書 Version 1.1をリリース 
パブリックコメント、投票フェーズを経て高信

頼リモート管理プロトコル仕様書 Version1.1
をリリース。 

2008年1月31日 「情報家電サービスが拓く明るい

未来」カンファレンス 
後述。 

 
・「情報家電サービスが拓く明るい未来」カンファレンス 

2008 年 1 月 31 日に開催した『「情報家電サービスが拓く明るい未来」カンファレンス』では、そ

れまでに検討した高信頼リモート管理プロトコルの技術成果を発表するとともに、多くのデモンスト

レーションを交えてその価値実証を行った。高信頼リモート管理プロトコルは、リモート管理コント

ローラとサービスポータル間の通信プロトコルであるという性質上、ほとんど全てのデモシステムに

適用され、その汎用性の高さを実証できた。 
中でも以下の 3 システムについては、デモアプリケーションの開発からデモシステムの構築まで行

った。 
(a) 健康・見守り／ホームセキュリティサービス 

健康・見守り／ホームセキュリティサービスでは、家庭にてセンサ機器により計測されたセンシン

グ情報を様々な形でユーザに見せるデモンストレーションを行った。その中で高信頼リモート管理プ

ロトコルは、リモート管理コントローラとサービスポータル間の高信頼な通信に利用された。高信頼

リモート管理プロトコルを利用して、家庭からサービスポータルに転送、収集された体重情報は、統

計情報として表示することによりユーザの健康状態の把握が可能となり健康カウンセリング等のサー
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ビス化につながることを示した。同様に、家庭内で発生した異常を異常通知の形式でサービスポータ

ルに通知するデモンストレーションも実施し、現在電話回線の利用により実現されているセキュリテ

ィサービスを、インターネットを利用しても可能であることを示した。 
(b) 省エネ制御サービス 

省エネ制御サービスでは、携帯電話からのリモート制御操作によって宅内のエアコンなどの家電機

器を制御するデモンストレーションを行った。その中で高信頼リモート管理プロトコルは、携帯電話

から送信されたリモート管理メッセージを、サービスポータルを経由してリモート管理コントローラ

に転送する際のサービスポータルとリモート管理コントローラ間の高信頼な通信の他、エアコンを制

御するための省エネアプリケーションをサービスポータルから配信し、リモート管理コントローラに

配備する際に主に活用された。この際、情報家電リモート管理 SIG で策定した機器利用権メッセージ

仕様に準拠したメッセージの送受信にも利用されている。また、サービスポータルとリモート管理コ

ントローラの間の相互認証は情報家電機器認証 SIG で策定された機器 ID 証明書プロファイル仕様書

に準拠した機器 ID 証明書を用いて行っており、情報家電サービス基盤フォーラムで策定された様々

な技術との相互運用性もアピールすることができた。 
(c) サービスポータルから家庭へのサービスアプリケーション配信 

サービスポータルから家庭へのサービスアプリケーション配信では、デジタル情報機器の活用シー

ンとして、新しい宅内プロトコルへの柔軟な対応、異なる宅内プロトコル間を繋ぐ中継機器としての

活用シーンをデモンストレーションした。本デモシステムでは、サービスポータルとリモート管理コ

ントローラ間の高信頼通信の他に、サービスポータルからリモート管理コントローラへの機能拡張モ

ジュールの配信、適用に高信頼リモート管理プロトコルが利用されている。その結果、機器購入後に

新しく開発された宅内プロトコルへの対応や、直接接続できない機器間を、リモート管理コントロー

ラを介して接続することによって連携するモデルを実証することができた。 
 
(2) 高信頼リモート管理プロトコル仕様 

情報家電リモート管理 SIG にて策定した高信頼リモート管理プロトコル仕様は、様々な分野から参

加した SIG メンバからの意見をインプットし、主に以下の観点を実現するプロトコルとなった。 
(a) 汎用性の高いメッセージ仕様 

高信頼リモート管理プロトコルは、様々なサービスでの利用を想定したものである。そのため、リ

モート管理に関わる様々な情報のやりとりが可能な通信メッセージ仕様とする必要があった。このた

め、高信頼リモート管理プロトコルでは、想定サービスを複数設け、それらのサービスが運用可能で

あることを要件として通信メッセージの設計を行った。その結果、非常に汎用性の高い通信メッセー

ジ仕様を確立できたと考える。 
(b) アプリケーション配布によるメンテナンス性 

デジタル情報機器は日々進化しており、その周辺技術についても非常に短期間の間に新しい技術、

サービスが生み出される世界である。このため、現状は、デジタル情報機器の購入者はその技術動向

に追従して機器の買い替えや、買い増しをしていく必要があった。本プロジェクトでは、このような

新技術への追従の手段としてソフトウェアによる対応を基本的な戦略とした。そのために、ソフトウ

ェア（アプリケーション）を低コストに配布するための技術が必要であった。そこで、高信頼リモー

ト管理プロトコルでは、アプリケーションのパッケージ方法から配布管理するための様々な API を規

定した。これにより、デジタル情報機器の購入者は、低コストに機能を追加できるようになり、購入

意欲を増す効果をもたらすことができると考える。 
(c) 高信頼な通信 

高信頼リモート管理プロトコルは、その名のとおり「高信頼な」プロトコルである。高信頼とは、

サービスポータルとリモート管理コントローラ間の通信において、以下の要件が満たせることを意味

する。 
・サービスポータルとリモート管理コントローラ間の相互通信において、リモート管理メッセージ

の到達を保証できること（送達保証） 
・重複して到達したリモート管理メッセージをメッセージ受信側で排除できること（重複回避保証） 
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・メッセージ受信側でリモート管理メッセージの到達順序を確認できること（順序確認） 
上記の仕様は、高齢化社会などの時代背景から今後拡大が見込まれるセキュリティサービス等への

適用を考慮した結果である。セキュリティサービスは、家庭内の異常をサービスセンタなどの機関に

通報し、然るべき対応機関へエスカレーションするなどの対応を行うサービスである。このようなサ

ービスでは、家庭内で発生した異常イベントが確実にサービスセンタ（サービスポータル）まで到達

することが必須となる。 
(d) セキュリティ 

高信頼リモート管理プロトコルでは、個人情報など他社が知ってはならない情報もリモート管理コ

ントローラとサービスポータルで送受信することを想定したセキュリティ仕様を規定している。具体

的には、リモート管理コントローラとサービスポータルで相互に認証した上で接続を確立することや、

通信経路での暗号化に関する仕様を策定した。これらの仕様の策定にあたっては、関連する技術を検

討していた情報家電機器認証 SIG との相互運用性も考慮した設計とした。本仕様によって、ユーザは、

個人情報なども安心して取り扱うことが可能となる。 
 

(3) 他団体への紹介 
本項では、上記以外の標準化関連活動についてまとめる。 

(a) CEATEC JAPAN 2007 
CEATEC JAPAN 2007にて、「デジタル情報機器の統合リモート管理基盤技術の開発プロジェクト」

として出展した。高信頼リモート管理プロトコルを適用した省エネサービスデモを実施し、その技術

概要、応用例を示すことができた。また、カンファレンス アドバンスドセッションとして「情報家電

サービスを支える共通プラットホーム」と題したセッションを開催し、高信頼リモート管理プロトコ

ルの概要等について報告した。 
(b) 次世代 IP ネットワーク推進フォーラム 

次世代 IP ネットワーク推進フォーラム 研究開発・標準化部会のホームネットワーク WG において

SPIA フォーラムと高信頼リモート管理プロトコルの概要を紹介した。次世代 IP ネットワーク推進フ

ォーラムとは、IP ベースの次世代ネットワークの構築を産学官が連携して推進するために設立された

フォーラムである。次世代 IP ネットワーク推進フォーラムは４つの部会から成り、その下に６つの

WG(ワーキンググループ)を持つ。 
そのひとつであるホームネットワーク WG のリーダである北陸先端技術大学院大学の丹教授から

依頼があり、調査アドホックにおいて SPIA フォーラムの全体紹介と各 SIG の活動内容、そして、高

信頼リモート管理プロトコル仕様の概略を説明した。出席者の方々には一通り理解していただけたよ

うであった。 
 
2.4-7. 研究成果の評価と目標の達成状況 
(1) 高信頼リモート管理技術の汎用性について 

これは、2.4-3 項の目標における「様々なサービスに適用可能な汎用性」、「マルチベンダ、マルチ

サービス」に該当する評価観点である。高信頼リモート管理技術は、本プロジェクトにおいて総合検

証試験としてだけでも、「健康見守りサービスとホームセキュリティサービス」、「省エネ制御サービス」

そして本章で述べたサービスポータルからの機能追加と多様なサービスで利用し、その仕様、機能に

問題がないことが証明できている。これは、高信頼リモート管理技術の設計段階においてその要件抽

出時に、本プロジェクトの目標でもある「サービスのプラットホーム化」を強く意識した結果である。

通信プロトコルとして規定したデータ構造については、より詳細なデータ構造までブレークダウンす

ることも考えられたが、その場合、特定サービスに特化したデータ構造となることが避けられないた

め、まずはより抽象的なデータ構造の規定を行った。当然、サービス分野ごとにより詳細なデータ構

造を規定した方が、相互運用性などの面からよい場合もある。そのようなケースでは、本プロジェク

トで策定した高信頼リモート管理プロトコルの上位プロファイルとして、より詳細なデータ構造を規

定できる。例えば、本プロジェクトではアクセス制御のための仕様である機器利用権メッセージを高

信頼リモート管理プロトコルを利用してサービスポータル、リモート管理コントローラ間で送受信し
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た。このように、詳細なメッセージプロファイルは個別サービス分野、用途ごとに規定できる。 
また、マルチベンダ、マルチサービスという観点においては、サービスのパッケージング技術や配

布技術によって実現できていると考える。様々なサービス、機能を機器購入後に柔軟に追加できる仕

組みを提供することによって、リモート管理コントローラを中心に様々なベンダの機器、様々なサー

ビスをターゲットとしたリモート管理システムの構築が可能となった。マルチベンダについては、技

術的課題の他にシェア争いなどに代表される組織的な課題があるため、本技術開発の成果を適用する

ことによって即座にマルチベンダの世界を実現できるものではないが、少なくとも技術面からは本プ

ロジェクトの開発成果によって大きな前進をもたらすと考えている。 
今後の課題としては、サービス分野、用途ごとに高信頼リモート管理プロトコルの上位プロファイ

ルを規定することによって、サービス事業者にとってより利便性の高いプラットホームとすることが

可能となると考える。 
 

(2) 高信頼リモート管理技術の既存プロトコルとの相互運用性について 
これは、2.4-3 項の目標における「多様な宅内プロトコルへの柔軟な対応」、「既存技術との連携」

に該当する評価観点である。2.4-5 項で述べた検証試験のシナリオはこの観点の典型的な例を示して

いる。試験開始直後は宅内プロトコルである Bluetooth に対応していない状態であるが、サービスポ

ータルから Bluetooth プロトコルに対応した通信モジュールを配布することにより、 終的に

Bluetooth 対応機器との通信を実現している。これは、他のプロトコルについても適用可能で、通信

のために特殊なハードウェアを必要としないケースにおいては、同様のモデルで対応可能である。こ

のように、高信頼リモート管理技術を用いることによって、多様な宅内プロトコルに対応することが

可能となったと言える。 
また、既存技術との連携という観点においてはやはり 2.4-5 項に述べるケースは好例である。2.4-5

項のケースでは、宅内プロトコルの一つである UPnP プロトコルに対応した PC（メディアサーバ）

と、Bluetooth プロトコルに対応した携帯端末とが連携してユーザにサービスを提供している。この

二つの機器は、直接通信することができないため、本来であれば連携することは不可能であるが、2.4-5
項で述べたケースでは、リモート管理コントローラ上のアプリケーションを使って UPnP プロトコル

と Bluetooth プロトコルの橋渡しを行うことによって本来連携できない機器間の連携を実現している。

これは、高信頼リモート管理技術がUPnPプロトコル及びBluetoothプロトコル間の仲介をしている、

とも言えるであろう。このように、高信頼リモート管理技術は既存の宅内プロトコルとの相互運用性

についても良好な結果が得られた。総合検証として実施した「健康見守りサービスとホームセキュリ

ティサービス」においても、リモート管理コントローラ上のアプリケーションは、UPnP プロトコル

を用いて DLNA/UPnP-ZigBee ゲートウェイと通信を行っており、相互運用性が良好であることを証

明できた。 
これは、単に技術的な問題だけではなく、業界の活性化にも繋がると考えている。現状、宅内プロ

トコルとして様々な標準仕様が開発されている。また、多くの標準仕様についてそれを実装した製品

も販売され始めている。ただ、一方ではこれらの標準仕様は業界ごとに開発されるケースが多いため、

基本的にはある特定分野の製品、サービスをターゲットとなっている。その結果、これらの標準仕様

間での連携を考慮されていない場合が多い。そのような背景もあり、ユーザに対して提供されるサー

ビスの範囲が限定されてしまい、ユーザの購入意欲をなかなか上げられないケースが発生している。

本開発では、そのような現状に対していくらかの解決策を見出すモデルを提案できたと考える。上記

のように、相互接続できない宅内プロトコル間をリモート管理コントローラに仲介させることによっ

て連携し、ユーザに対するサービスのバリエーションを増やすことができたと考えられる。これによ

って、既存の宅内プロトコルの利用に対してもよい影響を与え、普及の一助となるのではないかと考

えている。 
 

(3) 高信頼リモート管理技術によるサービス開発への効果 
これは、2.4-3 項の目標における「確実なメッセージの送達」、「セキュアな通信路の確保」、「サー

ビス開発者の負担が少ないプラットホーム」に該当する評価観点である。本プロジェクトでは、要件
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定義において設定したモデルサービスで、セキュリティサービスを設定した。これは、先に述べたよ

うに高齢化社会などの時代背景から、今後急速に需要が伸びると予想される分野であるためである。

セキュリティサービスのような人名、財産の消失が問題となるサービスにおいては、特に問題となる

のが通信の信頼性である。つまり届くべきメッセージが届かないということがないような、信頼性の

高い通信技術が必要であった。そこで、本プロジェクトでは、この通信の高信頼性にフォーカスして

高信頼リモート管理プロトコルの設計を行った。再送処理やその副作用として起こりうる重複メッセ

ージの排除などの機能を搭載し、セキュリティサービスなどの使用にも耐えうる技術開発ができたと

考える。現在、いくつかのサービスベンダが提供しているセキュリティサービスは、この通信の高信

頼性を確保するために電話回線を利用している。電話回線は、非常に信頼性が高いという一方、近年

は IP 電話、光回線の普及にともなって、電話回線を契約しない家庭も増えてきている。つまり、電

話回線を持たないユーザに対してセキュリティサービスを提供することができないという状況になり

うる。本プロジェクトで開発した高信頼リモート管理技術を用いれば、インターネットを利用して高

信頼な通信が実現できるようになるため、上記のような近年のインフラ事情においても継続してサー

ビスが提供可能となる。 
また、もちろん情報漏えいについても高信頼リモート管理プロトコルでは考慮され、仕様として規

定されているため、ユーザは安心してサービスを利用することが可能である。 
ここで、重要なのは上記で述べた機能が全てプラットホームとして提供されることである。つまり、

上記の機能はサービス開発者が個別に開発する必要はなく、プラットホームの機能として利用するだ

けでよい。これによって開発者は、本来実現すべき要件、ビジネスロジックの開発に集中することが

でき、結果的に開発コストの減少にも繋がる。このように、高信頼リモート管理技術は、サービス開

発者に対して多くの利益をもたらすと考える。 
 

(4) 高信頼リモート管理技術によるサービス運用への効果 
これは、2.4-3 項の目標における「サービス運用コストの低減につながるプラットホーム」、「スケ

ーラビリティのあるプラットホーム」に該当する評価観点である。高信頼リモート管理技術では、サ

ービス、アプリケーションの配布技術が一つの特徴的な機能となっている。これは、サービスのライ

フサイクル管理を定型化するものであり、様々なサービスを一定の手順で導入できるメリットを生ん

だ。このような技術がない場合、サービスごとに配布の仕組み、運用を行う必要があり非常にコスト

がかかる。このような問題を高信頼リモート管理技術によって解決でき、運用コストを減少させる一

助となったと考える。 
また、高信頼リモート管理技術は、将来的に数多くの家庭、サービスをターゲットにすることを想

定して、そのハードウェア構成を柔軟に変更、増強できるような設計とした。サービスポータルと各

家庭間をただ結ぶだけであれば、本開発で設計したような構成はオーバースペックである。しかし、

本プロジェクトが、サービスポータルという統合的にサービスを提供するセンタ、ベンダ相乗りのサ

ービス提供を前提のモデルであるため、ある程度のスケーラビリティを実現できる仕組みが必要と考

えた。将来取り扱うサービス、対象とする家庭を拡大する場合においても、サーバ機器の増強を容易

に行うことができ、大規模なサービスや機器構成の変更をする必要がなく運用コストの面からも良好

な効果があると考えている。 
このように、高信頼リモート管理技術は、主にコスト面でサービス運用に好影響があると考える。 
 

(5) 高信頼リモート管理技術によるユーザへの効果 
これは、2.4-3 項の目標におけるほぼ全ての項目に該当する評価観点である。上記で述べた開発面、

運用面での低コスト化は 終的にはユーザが負担することになるため、当然高信頼リモート管理技術

を用いることによってユーザにも利益をもたらすことは言える。本項では、もう少しユーザに直接的

に関わる効果について考察する。 
高信頼リモート管理技術では、サービスの契約という操作をユーザが行うサービス操作の一つとし

て設定した。これは、現在運用されている多くのサービスで取られている運用で、この運用自体は非

常に理にかなったものであるし、今後も継続してとられる運用であると考えられる。一方、この操作
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の現状の問題点として、契約後実際にサービスを利用するまでの間の作業が非常に面倒である、とい

うことが挙げられる。通常、契約作業を行った後、そのサービスを利用するために必要なアプリケー

ションをダウンロードする必要がある。その後、ダウンロードしたアプリケーションを各ユーザの実

行環境にインストールし、然るべき設定を行ったあと初めてサービスの利用が可能となる。 近は、

ユーザがよく触れる実行環境として Windows の他にも MacOSX、Linux など様々あり、アプリケー

ションも実行環境ごとに異なる場合が多い。従って、ユーザは自身が利用する実行環境を把握し、適

切なアプリケーションを選択する必要がある。また、実行環境によってアプリケーションのインスト

ール方法が異なることも多い。このようなプロセスは、IT リテラシの低いユーザにとっては非常に敷

居が高く、そのためにサービス利用のモチベーションを失い、サービスの普及の障害となることもあ

る。その観点については、高信頼リモート管理技術では、サービスの契約とアプリケーションの配布、

導入が連動する仕組みになっており上記で述べたプロセスが簡略化されている。高信頼リモート管理

技術は、サービスを実現するのはアプリケーションであり、その関連を表現するための方式も含めて

開発を行った。これは、リモート管理ポータル技術のサービスポータル側サービス管理機能の技術を

中心に盛り込まれている。サービスを実現するアプリケーションには、そのアプリケーションによっ

て実現されるサービスの情報をメタ情報として持たせるように設計している。これらの情報を利用し

てサービスとアプリケーションの結びつきを管理し、サービスの追加や更新時の振る舞いを決定、自

動的な配布や導入を実現した。この技術仕様は、高信頼リモート管理プロトコルとして標準化も行っ

たため、広く利用することが可能である。 
また、高信頼リモート管理技術を適用すると、2.4-5 項で述べた検証シナリオのようにサービスの

多様性を広げる効果があり、これはユーザにとって非常に有益な効果をもたらすと考えられる。特に

我々は近年の宅内プロトコルの開発の激化、それらの宅内プロトコルのほとんどが TCP/IP を前提に

設計されていることに着目し、これら多様なプロトコルにソフトウェア的に対応するモデルを検討し

た。技術的な課題は 2.4-5 項の結果からわかるように、本開発によって多くがクリアできたと考えら

れる。ビジネスモデルの面からは、先に述べたように各宅内プロトコルが業界ごとに策定されている

ため、業界間の調整が必要となる部分もあるが、ユーザの興味、購入モチベーションも高いと予想さ

れ、実現できれば一定の市場を創出できると思われる。このとき、2.4-5 項のシナリオのように各宅

内プロトコルの相互利用を実現するサービスを創出すれば、業界の相互活性化も期待できる。 
 
(6) 高信頼リモート管理技術の実現容易性について 

ハードウェアの面から評価すると、高信頼リモート管理技術が要求するハードウェアは一般的な

PC および一般に市販されている携帯端末（PDA）である。このため、サービスを開始するにあたっ

てのサービスポータル、家庭双方のハードウェア的な要件は低く、実現性において大きな問題はない

と判断している。 
次にソフトウェア面から評価すると、本開発では開発のコアを形成する技術要素以外の部分につい

ては既存の標準技術を用いることを意識して開発した。これは、既存システムとの連携やリプレース

を考えて、現在多く利用されている技術を採用することによってその難易度を下げる効果を狙ったた

めである。例えば、サービスポータル内の通信において JMS をベースに設計している点は、サービ

スポータル内の通信の高信頼性を保ちながら、既存のシステムとの連携や統合を容易にすることを狙

ったためである。リモート管理コントローラのアプリケーション実行環境として Java 及び OSGi
（Open Service Gateway initiative）を応用した点についても、Java は広く知られているとおり現在

多くのサービス、アプリケーションの実行環境として利用されている点を評価し採用した。OSGi に

ついては、近年比較的小型の機器、例えばコピー機や制御機器等への適用が進んでおり、今後有望と

判断して利用を決定した。技術面においても、アプリケーション間の独立性を保つことができるよう

に設計されており、本プロジェクトで目標とするマルチベンダ、マルチサービスの要件と非常にマッ

チするものである。このような背景から、既存技術を利用しながら開発を行い、良好な結果が得られ

た。また、高信頼リモート管理技術で利用しているソフトウェア群はフリーまたはオープンソースの

ソフトウェアとして公開されているものであり、入手、利用の容易性も比較的高い。以上より、ソフ

トウェアの面からもその実現性について大きな問題はないと言える。 
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2.4-8. 加速案件の効果と評価 
(1) 高信頼リモート管理プロトコルのリファレンス実装、実装検証ツールの開発 

本案件は、情報家電サービス基盤フォーラムにおいて策定、公開した高信頼リモート管理プロトコ

ルのリファレンス実装（参考実装）及び、高信頼リモート管理プロトコルを実装したソフトウェアの

仕様準拠性を評価する検証ツールを開発する案件である。リファレンス実装は、高信頼リモート管理

プロトコルの動作を実際に確認し、その技術の理解を促すことを目的に開発した。リファレンス実装

を実際に動作させ、技術の理解を深めることにより、高信頼リモート管理プロトコル実装製品の開発、

応用技術の研究、適用サービスの検討を加速することができる。また、リファレンス実装を開発した

ことにより、高信頼リモート管理プロトコルの実現性（ソフトウェアとして実装が可能であること）

を検証することができた。また、高信頼リモート管理プロトコルの実証検証ツールについては、標準

仕様に準拠した製品の開発で問題となる、実装間の相互運用性を保つ効果がある。 
上記のように、高信頼リモート管理プロトコルのリファレンス実装及び実証検証ツールは、高信頼

リモート管理プロトコルに準拠した製品の開発、サービスへの適用段階において問題となるいくつか

の課題を解決し、その普及を加速する効果があった。 
(2) 汎用リモート管理サービス実行基盤制御 （J2EE サーバへの高信頼リモート管理技術適用）  

本案件は、高信頼リモート管理技術の適用対象として OSGi のアーキテクチャに準拠したアプリケ

ーションに加えて、J2EE のアーキテクチャに準拠したアプリケーションも対象とできるようにする

ための機能強化である。サービスポータル側のシステムを考えた場合、現時点で比較的普及が進んで

いるアーキテクチャに対応することにより、アプリケーション開発者の負担もより軽減され、高信頼

リモート管理技術を利用したサービスアプリケーション開発を加速する効果があった。 
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２．５．高信頼 Web サービス通信の相互運用技術 
 
2.5-1. 研究開発の概要 
サービスポータルサイトはさまざまな業者が提供するサービスを集約・提供する。このため、リモー

トサービス（故障・障害イベントやリモート操作コマンド等）を確実に伝達できるように、バックエン

ドサービスとの間に「高信頼性」と「相互運用性」を確保することが重要となる。 
本研究開発では、バックエンドサービスとサービスポータルの間に高信頼性を確保するために、これ

らの通信に「高信頼 Web サービス通信」を採用し、ネットワークで生じるさまざまな通信トラブルに対

応できるようにした。また、相互運用性を確保するために、(1)相互運用性を確認するための手段となる

コンフォーマンスツール、 (2)高信頼 Web サービス通信の標準仕様（Web Services Reliability
（WS-Reliability）及び Web Services Reliable Messaging（WS-ReliableMessaging））のあいまいな

部分を補うための取り決めを記述した実装プロファイルを開発した。コンフォーマンスツールは、バッ

クエンドサービスとサービスポータル間の通信が高信頼 Web サービス通信の標準仕様に正しく準拠し

ているかどうかを検証するための検証ツールである。本コンフォーマンスツールを使い、高信頼 Web
サービス通信を実装したオープンソースのエンジン及びプロトタイプエンジン間の相互運用実証実験を

実施した結果、本コンフォーマスンツールの有効性や、高信頼 Web サービス通信ミドルウェアの相互運

用性を確かめた。 
一方、標準仕様自体が相互運用性を考慮していなければ相互運用性を確保することはできないが、本

研究開発開始当時、標準化団体 Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards（OASIS）で策定中だった高信頼 Web サービス通信仕様 WS-ReliableMessaging には相互

運用性に問題があった。本研究開発では、OASIS にこの問題点を指摘し、その結果、相互運用性を確保

できる OASIS 標準仕様が策定された。本仕様の利用範囲が広いことを考えると、このことは世界的に

大 き な 成果 で あ ると 言 え る。 な お 、こ の 問 題点 の 指 摘に は 、 本研 究 開 発で 開 発 した

WS-ReliableMessaging の実装プロファイル及びコンフォーマンスツールを用いた実証実験の成果を裏

付けとした。 
さらに、高信頼 Web サービス通信の有効性を検証するために、携帯電話を利用したデジタル情報機器

の遠隔制御システムにて携帯サービスサイトとサービスポータルを高信頼 Web サービス通信で連携す

るサンプルプログラム及び携帯サービスサイトのサンプルプログラムを開発し、検証を行った。デジタ

ル情報機器の利用シナリオにおいて今後普及が見込まれるものとして、外出先の携帯電話や PC などの

端末からの家庭内のデジタル情報機器の遠隔操作がある。この遠隔操作を実現するためには、端末から

デジタル情報機器に対して、一連の制御情報を安全・確実かつインフラに対し負荷の少ないリモート機

器コントロールができなければならない。その解として高信頼 Web サービス通信の適用が有効であると

考えられる。図 2.5-1 に、サービスポータル基盤技術の研究開発の中での本研究開発の位置付けを示す。 
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Ｃ社 機器ベンダ
リモート管理サービス

高信頼Webサービス通信技術
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ための技術を確立し、
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標準仕様準拠を検証する
ための技術を確立し、
相互運用性を確保

 
図 2.5-1 高信頼 Web サービス通信の相互運用技術の開発概要 
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2.5-2. 背景と課題 
複数のサービス間で信頼性の高い通信を行うための仕組みであるリライアブルメッセージングは、効

率的にデータを転送するだけでなく、メッセージの到達保証や重複排除、到達順序保証を行う機能があ

り、実際のビジネスシステムを構築する上で信頼性と効率を高めるために極めて重要な機能の一つでも

ある。しかしながら、従来、企業システムで使われるこのソフトウェアは寡占状態で API 仕様のみが標

準化されていた。ところが、ebXML（Electronic Business using eXtensible Markup Language）とい

う新しいフレームワークを標準化した電子商取引の世界では、この機能を実装するための仕様を ebXML 
Messaging Services（ebMS）として策定し、OASIS が OASIS 標準仕様として採択した。これをきっ

かけとして、オープンでどのような製品でも利用可能な ebMS2.0 をベースとした高信頼 Web サービス

通信の標準化の検討が始められた。 
本研究開発開始当時、OASIS は、富士通が中心となって策定した日本発の標準仕様 WS-Reliability

を 2004 年 5 月に規定したばかりであり、これとほぼ同様の機能を持つ WS-ReliableMessaging の標準

化を開始したところであった。OASIS は標準仕様の作成までは行うが、その仕様をどのように解釈して

実装するべきかということまでは規定しない。そのため、実装者が標準仕様を独自に解釈することとな

り、マルチベンダ環境ではこれらの仕様を用いたサービス間で相互運用性が失われる可能性がある。し

かし、高信頼 Web サービス通信に関して、このような相互運用性に関する検討はまだ始められておらず、

標準化中であったWS-ReliableMessagingは仕様自体が相互運用性に対する考慮が不十分な状態であっ

た。 
 
2.5-3. 目標 
実際に相互運用性を保証するためには、標準仕様に対する準拠性を検証する「コンフォーマンス検証」

と相互運用を検証する「相互運用検証」が必須である。しかしながら、先に述べたように比較的 近に

なって標準化された高信頼 Web サービス通信に関してはこのような検討及び検証は行われていなかっ

た。 
本研究開発では、高信頼 Web サービス通信の相互運用性を検証する技術を確立するため、相互運用性

を確保するために必要となる実装プロファイル仕様の策定、高信頼 Web サービス通信に関するコンフォ

ーマンス検証及び相互運用検証の仕組みとしてコンフォーマンスツールの開発、コンフォーマンスツー

ルを検証するための利用シナリオとサンプルアプリケーション・検証アプリケーションの開発、コンフ

ォーマンスツールを使った相互運用実証実験を実施した。また、高信頼 Web サービス通信の有効性を検

証するため、高信頼 Web サービス通信技術をベースとしたサンプルアプリケーションの開発を行った。

さらに、標準仕様自体が相互運用性を考慮していなければ相互運用性を確保することはできないため、

相互運用性に配慮した標準仕様の実現を目標とした。 
 
2.5-4. 研究開発の内容 
本項では、高信頼 Web サービス通信の相互運用性を確保するために行った研究開発について報告する。 

 
2.5-4-1. 実装プロファイルの開発 
(1) 目的 

OASIS で標準化された、あるいは開発当時は標準化中だった高信頼 Web サービス通信仕様は、実装

時の詳細な解釈を規定していない。そのため、異なる開発者が実装したサービス間では、仕様の解釈や

サポート範囲などの違いにより、確実に連携できない場合がある。そこで、本プロジェクトでは、各サ

ービス同士が確実に連携できるように、これらの仕様のあいまいな部分を補うための実装プロファイル

を開発した。図 2.5-2 に示すように、本プロファイルは、通信インフラ層における高信頼 Web サービス

通信の相互運用性を確保するためのものである。 
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の範囲

 
図 2.5-2 本プロファイルの範囲 

 
検討にあたってはデジタル情報家電と連携した Web サービスを構築する際に、各サービス間の通信イ

ンフラ層として高信頼 Web サービス通信をどのように使用するかを考察した。 
 
(2) 高信頼 Web サービス通信の主な機能とその必要性／利用の可能性 
以下に高信頼 Web サービス通信の主な機能について、デジタル情報家電サービスの相互運用の立場か

らその必要性・利用の可能性を検討する。 
① 到達保証機能 

家電制御に関わる通信は「確実に届くこと」が第一条件と考えられる。従って、多くの場面で常

に要求される機能と考えられる。 
② 重複排除保証機能 

ユーザによるデジタル情報家電の遠隔操作を実機による直接操作と同等のものとして操作するこ

とを考えた場合、一つの制御に対し、一つのメッセージを確実に届けることが望ましい。このた

めこのような制御においては、到達保証と共に用いられるべき機能である。 
また、人為的操作が伴わないネットワーク制御においても、例えばデジタル情報家電の一操作に

ついて対価が生じるような場合は、課金トラブルを避けるためなどに重複排除は有効であると考

えられる。 
③ 到達順序保証機能 

ユーザによるデジタル情報家電の遠隔操作において、一連の操作を順番に実行したい場合を考え

る。同期通信によるシーケンスでは、操作リクエストの送信と操作レスポンスの受信を順次行う

ことで解決可能である。しかし、デジタル情報家電を遠隔操作する多くの局面では、非同期通信

が有効である。従って、非同期通信によるシーケンスで一連のデジタル情報家電の制御を行う場

合には、到達順序保証により信頼性を高めることが重要である。 
④非同期通信 

Web サービスを使用して、多数のデジタル情報家電に対して一極的にサービスを提供する場合を

考える。例えば認証や高度な状況分析が必要なサービスでは、サーバ側の負荷集中によるレスポ

ンスの低下が予想される。このような局面では、非同期通信によるメッセージ交換が要求される

と思われる。この時、行うべきメッセージ交換の性質により、高信頼メッセージ配送機能（到達

保証機能・重複排除保証機能・到達順序保証機能）を適切に選択することで、非同期でありかつ

信頼性の高い制御が実現できる。 
 
(3) WS-Reliability 1.1 プロファイル案 

 
(a) 概要 
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WS-Reliability 1.1 では、RM-Reply（Acknowledgment Indication や Fault Indication）の返信

パターンを以下の 3 種類に規定している。 
 ① Response RM-Reply Pattern 
  ② Callback RM-Reply Pattern 
  ③ Poll RM-Reply Pattern（同期・非同期） 
ここで、Poll RM-Reply Pattern は PULL 型の通信サービスを想定しており、デジタル情報家電の

制御に於いて利用される局面は少ないと考えられる。 
これらの機能とRM-Reply Pattern について、デジタル情報家電サービスでの必要の可否を表2.5-1

に示す。 
 

表 2.5-1 デジタル情報家電が必要とする機能 
ACK 機能交換

機能                ﾊﾟﾀｰﾝ
Response 
RM-Reply 

Callback 
RM-Reply 

Poll 
RM-Reply(*3)

到達保証 ○ ○ - 
重複排除(*1) ○ ○ - 
順序保証(*2) △ △ - 

（*1）情報取得に対し課金が発生する場合などに特に必要 
（*2）一定のシーケンスを要求する機器制御を安全・確実に行うために必要 
（*3）本プロファイルでは Poll RM-Reply の使用は想定しない。 

 
(b) 対象者 
本プロファイルは以下を対象としている。 
・アプリケーション開発者、システム設計者、システム運用者 
・高信頼 Web サービス通信ミドルウェア（WS-Reliability の実装）の開発者 

(c) プロファイル案詳細 
本プロファイル案の詳細については添付資料 SPIA フォーラム標準「デジタル情報家電サービスの

ための高信頼 Web サービス通信機能プロファイル（WS-Reliability）1.0」（以下、SPIA Profile 1.0
と呼ぶ）を参照していただきたい。 
 

(4) WS-ReliableMessaging プロファイル案 
 
(a) 課題 

OASIS で策定中であった WS-ReliableMessaging は以下の特長を持っていた。 
① SOAP1.1/1.2 に準拠し、リライアブル通信機能を拡張 
② XML 署名などセキュリティ機能や、その他の Web サービスの仕様書との組合せた利用が可能  
 
しかし、WS-ReliableMessaging は HTTP などの下位プロトコルについて、そのバインディング方

法を規定していない。そのため、以下の２つの事に解釈の違いが生まれる余地があった。 
①Acknowledgement メッセージの取り扱い 

メッセージが届いたことを示す Sequence Acknowledgement メッセージの下位プロトコルとの

バインディング方法が曖昧なため、異なる実装者間での齟齬が予見される。 
②メッセージシーケンスの操作のための管理メッセージの取り扱いメッセージシーケンスとは、メ

ッセージの送受信をするための、メッセージのまとまりをあらわす。メッセージ送受信前に、両

者でシーケンス作成用のメッセージを送信し、それに対する返信をすることによって、シーケン

スを作成する。 
メッセージシーケンスの操作のための管理メッセージは以下の３種類がある。 

•CreateSequence（CS）/ CreateSequenceResponse（CSR） 
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•CloseSequence（CL）/ CloseSequenceResponse（CLR） 
•TerminateSequence（TS）/ TerminateSequenceResponse（TSR） 

これらのメッセージについて下位プロトコルとのバインディング方法が曖昧なため、異なる実装

者間での齟齬が予見される。 
(b) プロファイル案内容 
これらの課題について以下の提案を行った。 
①Acknowledgement メッセージの取り扱い 

WS-ReliableMessaging では Acknowledgement メッセージの送付先を WSRM:AcksTo 要素に

て指定する。 
②メッセージシーケンスの操作のための管理メッセージの取り扱い WS-ReliableMessaging では

これらの管理メッセージについてそのレスポンスメッセージの送付先は WSA:ReplyTo 要素にて

指定する。よって①Acknowledgement メッセージの取り扱いと同様に、Anonymous を指定し

た場合に同期型で、Endpoint URI を指定した場合に非同期に送るように解釈する、と定義づけ

を行う。 
 

(c) まとめ 
OASIS で正式に承認された WS-ReliableMessaging 1.1 の仕様書及び WS-Addressing などの関連

仕様書で、これらの解釈が正式に規定された。これにより、課題であった下位プロトコルへのバイン

ディングに関する曖昧性を解決することができた。 
 
2.5-4-2. コンフォーマンスツールの開発 
(1) 目的 
バックエンドサービスとサービスポータルが確実に連携するためには、送信側及び受信側のサービス

が共に予め取り決めた仕様に正しく準拠した通信を行うことが必要である。また、実際にサービス間の

相互運用性を検証することも必要である。このような検証は、これまでさまざまな標準化団体で実施さ

れており、SOAP ベースのシステムにおいても既にいくつか実施されていた。しかしながら、比較的

近になって標準化された高信頼 Web サービス通信に関してはこのような検討及び検証は行われておら

ず、相互運用性を検証するためのツールもなかった。そこで、本プロジェクトでは、送信側及び受信側

の高信頼 Web サービス通信ミドルウェア間を流れるメッセージを検証し、予め取り決めた仕様に正しく

準拠した通信を行っているかどうかを検証するツールを開発した。 
 
(2) コンフォーマンスツール概要 
コンフォーマンスツールは、高信頼 Web サービス通信規約を含むメッセージ交換規約の相互運用性を

確保するための検証ツールである。本ツールは高信頼 Web サービス通信の OASIS 標準仕様である

WS-Reliability 1.1 及び WS-ReliableMessaging 1.1、ebMS 3.0、さらに本プロジェクトの成果である

SPIA Profile 1.0 のそれぞれの仕様に基づいたテストセットを標準で用意している。コンフォーマンス

ツールの機能構成を図 2.5-3 に示す。 
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図 2.5-3 コンフォーマスンツールの機能構成 

 
(3) テスト形態 
コンフォーマンスツールを使用したテスト形態には、以下の 4 つの形態がある。 
・実環境テスト 

高信頼 Web サービス通信が実際に使われる環境にて、相互運用の検証を行う。 
・リアルタイムテスト（実環境テストの 1 パターン） 

実環境テストを行いながらリアルタイムにコンフォーマンステスト項目を検証する。問題があれ

ば、その場で通知する。また、テスト中にどの項目までテストできたかを表示できる。 
・網羅テスト 

実際に使われるミドルウェアと、テストプログラム（テストパターンの生成プログラム）を用い

て、コンフォーマンスの検証を行う。 
・スタンドアロンテスト 

実環境テスト・リアルタイムテスト・網羅テストでは、おもに、対向で実際に使われるミドルウ

ェアを用いて行う。 
 
(4) WS-ReliableMessaging 検証エンジンの開発 
コンフォーマンスツールは高信頼 Web サービス通信の OASIS 標準仕様である WS-Reliability 1.1 及

び WS-ReliableMessaging 1.1、OASIS 標準 ebMS 3.0、SPIA Profile 1.0 のテストセットを標準で用意

している。これらのテストセットの開発時点で WS-Reliability 1.1 についてはほぼ標準化が終了し、い

くつか参照可能なオープンソースを含む実装が公開されていたが、WS-ReliableMessaging については 
OASIS における標準化が途上であったため、規約を網羅した参照可能な実装がなかった。そのため、コ

ンフォーマンスツールを用いて相互運用性のテスト環境を構築する上で、通信相手としてサンプルエン

ジンとして利用することが可能な WS-ReliableMessaging エンジンが必要となり、これを開発した。ま

た、このエンジンは今後、の WS-ReliableMessaging に準拠するエンジンやアプリケーションを開発す

るエンジニアが、WS-ReliableMessaging の仕様を理解する上で参考にされることも想定している。

WS-ReliableMessaging 検証エンジンの開発にあたっては、WS-ReliableMessaging 1.1 OS（OASIS 
Specification）-01（http://docs.oasis-open.org/ws-rx/wsrm/200702/wsrm-1.1-spec-os-01.pdf）を参照

した。また、WS-ReliableMessaging 検証エンジンは、Java-VM 上で利用できるライブラリ形式で提供

される。 
この WS-ReliableMessaging 検証エンジンとコンフォーマンスツールを用いて、他で実装された

WS-ReliableMessaging 環境との相互運用実証実験を行った結果については 2.5-4-4 に記述している。 
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(5) 検証の実際 
本コンフォーマンスツールによる検証方法について概略を示す。コンフォーマンスツールの導入方法

と設定については「コンフォーマンスツール V3 ユーザマニュアル」を参照していただきたい。 
①モニタリング 
モニタリングの工程では通信データをログファイル（アプリケーションログ、プロトコルログ）に

出力する。モニタリングを行っている過程で通信トラブルメーカにて通信状態を変更することができ

る。 
②解析 
解析の工程ではモニタリングの工程で出力されたログファイルを Analyzer にて解析を行い、結果

をレポートファイルに出力する。ユーザは出力されたレポートファイルをブラウザで表示し、解析結

果を確認する。 
コンフォーマンスツールはログファイルとして「送信側アプリケーションログ」「受信側アプリケー

ションログ」「プロトコルログ」を出力する。Analyzer は対象となる規約とテストセットによりこれ

らのログファイルを解析することもできる。 
③解析結果の見方 
レポートファイルには、テスト項目ドキュメントに記載されたテストの実行結果を出力する。コン

フォーマンスツールでの検証項目には次の 3 種類がある。 
・メッセージのフォーマットに関する検証 
・下位層プロトコルのバインディングに関する検証 
・配送モードといったプロトコルシーケンスに関する検証 
各検証結果は Analyze 実行時の設定ファイルで指定されたディレクトリに、レポートファイルとし

て出力される。 
解析結果概要レポートをブラウザ上で表示した例を図 2.5-4 に示す。 
 

 
 

図 2.5-4 解析結果概要表示例 
 
④統計情報 
レポートファイルでは、各レポートのヘッダにテスト結果の統計情報を表示する。 
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統計情報をブラウザ上で表示した例を図 2.5-5 に示す。 
 

 
図 2.5-5 解析結果統計情報表示例 

 
このコンフォーマンスツールを用いて実際に行った検証については 2.5-4-4 を参照していただきた

い。 
 

(6) 既存の検証ツールとの比較 
参考にWebサービス通信における既存の検証ツールと本コンフォーマンスツールの比較を表 2.5-2に

まとめる。一つは Web Services Interoperability Oraganization（WS-I）による Web サービス通信に

関する Basic Profile のための検証ツールで、もう一つは韓国の Korea B2B Interoperability Testbed
（KorBIT）が作成した ebMS の検証ツールである。 

 
表 2.5-2 既存のツールとの比較 

提供者 本研究開発 WS-I KorBIT 

テスト対象 

WS-Reliability 
WS-ReliableMessaging

ebMS 3.0 
SPIA Profile 1.0 

WS-I Basic Profile ebMS 2.0 

ライセンス条件 
(バイナリ) ロイヤリティフリー ロイヤリティフリー 限定 

公開物 プロファイル 
バイナリ 

プロファイル 
バイナリ 

テスト仕様書 
バイナリ 

網羅性 ○ ○ ○ 
透明性 ○ ○ △ 
テストプログラ

ムによる網羅性 ○ × ○ 

実行アプリによ

るテスト ○ ○ × 

 
2.5-4-3. 利用シナリオとサンプルアプリケーション・検証アプリケーションの開発 
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(1) 高信頼 Web サービス通信を利用したシナリオ 
本項では高信頼 Web 通信の特徴として、非同期通信機能・到達保証機能・順序保証機能・重複排除機

能を考え、利用対象となる家電分野において、その特性から有効と考えられるケースモデルとして、以

下のパターンを想定し、それぞれ解説を行い具体的なシナリオを提案した。 
(a) ケース 1 受信側に処理の遅滞がある場合 

  送信側と受信側の処理時間に大きな差異がある場合、同期通信では受信側からのレスポンスを待

つ送信側は、受信側の処理時間に応じた待ち時間を強いられる。 
このような場合、高信頼 Web サービス通信の特徴である非同期通信・到達保証の機能を用いるこ

とで解決することができる。 
(b) ケース 1-1 送信側が別処理を持つ場合 

送信側がなんらかの受信側からのレスポンスが必要となる場合を考える。 
高信頼 Web 通信の特徴である、非同期通信と到達保証の機能を使用することで、送信側は受信側

からのリプライメッセージを待ち続けずに他の処理を行うことができる。 
送信側はキューに対し受信側から送られてくるリプライメッセージを確認しながら、他の処理を

行うことで待ち時間を有効的に用いることができ、効率的なサービスの提供が可能になる。 
(c) ケース 1-2   多くの送信側からの送信メッセージが逼迫する場合 

ここでは一つの受信側に対し、多くの送信側からメッセージが送られ、結果的に受信側にメッセ

ージが集中するケースを考える。 
これを同期通信で実現すると、多くの送信メッセージが受信側に集中すれば受信側の処理能力に

よっては多くの送信側にてメッセージ交換が不成立になる可能性もある。一方、送信側のレスポン

ス待ち時間を解消するために非同期通信を行う場合、メッセージ処理の確実性が伴わない点が問題

となる。これらの課題を解決するために、高信頼 Web 通信を利用し、非同期通信上で到達保証を確

保する事で、受信側は多くの送信側に対しサービスを安定して提供することが可能になる。 
(d) ケース 2 通信が断続するケース 

送信側から送られてくるメッセージが一時中断されるケースを考える。 
通常はこのような通信断が起きると、その途上に存在するメッセージは消失し、メッセージ交換

自体も不成立となる。さらに、通信断が起きた場合、その直前に送信したメッセージについての取

り扱い、すなわち当該メッセージの再送信を行うべきか否かの判断、あるいは重複してメッセージ

を送った場合の受信側の挙動など、さまざまな問題点が考えられる。 
高信頼 Web 通信ではメッセージが送られなかった場合、到達保証機能によりメッセージが再送信

される、メッセージが重複して送信された場合でも重複排除機能により、障害を回避できる。 
重要な点はこれらの機能（到達保証・順序保証・重複排除）は高信頼 Web 通信を利用しているサ 
ービスアプリケーションでは、これらの特徴について実装を意識することなく利用できることに

ある。 
 

(2)サンプルアプリケーションと検証アプリケーションの開発 
高信頼 Web サービス通信を実装したエンジン・ミドルウェアと本研究開発で開発したコンフォーマン

スツールを評価するためのサンプルアプリケーションが存在することは、今後の高信頼 Web サービス通

信を利用するサービスアプリケーションの開発者にとっても有用である。本項では本研究開発で開発し

た高信頼 Web サービス通信のサンプルアプリケーションについてまとめる。 
(a) 平成 17 年度 WS-Reliability サンプルアプリケーション 

コンフォーマンスツール V1（WS-Reliability 対応版）の開発・リリースに合わせ、その評価を

行うことを目的として開発した。通信エンジンとして OASIS 標準 WS-Reliability 1.1 を実装した

オープンソース Reliable Messaging for Grid Services（RM4GS）を用いることをベースとし、送

信側・受信側二つのアプリケーションからなり、メッセージの作成・送信・受信、レスポンスメッ

セージの作成・送信・受信の一連の流れを一通り行う事が可能となっている。また、通信エンジン

依存部は別途モジュール化することで、他の通信エンジンでの利用を容易にしている。このアプリ

ケーションを用いた実際の評価については 2.5-4-4 (1)を参照していただきたい。 
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(b) 平成 18 年度 WS-ReliableMessaging 検証アプリケーション 
コンフォーマンスツール V2（WS-ReliableMessaging 対応版）の開発・リリースに合わせ、その

評価を行うことを目的として開発した。また、同時に 2.5-4-3 (1)で述べた非同期通信に関するシナ

リオについて具体的な数値評価を行うことを目的とした。 
     1) 概要 

高信頼 Web 通信における非同期通信利用がサーバ負荷軽減の有効であるかという点に着目し

た検証アプリケーションを作成し評価を行う。 
 2) 被試験対象 

以下の二つの環境を比較する。 
①高信頼 Web サービス通信エンジン +検証アプリケーション 
②HTTP 同期メッセージングによる SOAP 通信 +検証アプリケーション 

3) 検証内容 
上記①の高信頼 Web サービス通信を非同期に行うエンジンについて、②を比較対象として定量

的に評価する。①はアプリケーションから見ると送信側から受信側に一方向にメッセージを送りつ

ける動作となる。 
アプリケーションが高信頼 Web サービス通信を利用する試験は送信側からメッセージを非同

期に受信側に送信する。受信側はメッセージを受け取ると高信頼 Web サービス通信エンジンが

callback メッセージを返すが、アプリケーションがそれを意識することはない。 
一方、アプリケーションが HTTP 通信を利用する試験では送信側アプリケーションはメッセー

ジを HTTP POST により受信側に送ると受信側から HTTP レスポンスが返るまで処理待ちをする。 
この二つの試験における通信方式とアプリケーションの挙動の違いがどのように影響するかを

定量的に調査することが本検証の目的である。 
4) 結果と評価 
受信側アプリケーション性能に関して、非同期通信（非同期 One-Way 通信）の方が同期通信

（SOAP over HTTP）より常に有意な結果が得られた。これは送信側アプリケーション数が増加

すると顕著となる。また、受信側高負荷時の送信側アプリケーション性能に関して、非同期通信（非

同期 One-Way 通信）の方が同期通信（SOAP over HTTP）より圧倒的に優位な結果が得られた。

これは高信頼メッセージ送信後に即時復帰するためであり、高信頼 Web サービス通信の非同期通

信を使用するメリットといえる。受信側高負荷時の受信側アプリケーション性能に関しても、非同

期通信（非同期 One-Way 通信）の方が同期通信（SOAP over HTTP）より有効な結果が得られた。 
受信側高負荷時の送信側アプリケーション性能に関して、非同期通信（非同期

Request-Response 通信）の方が同期通信（SOAP over HTTP）より有効な結果が得られた。ただ

し、非同期 One-Way 通信時ほどの圧倒的な違いではない。受信側高負荷時の受信側アプリケーシ

ョン性能に関しても、非同期通信（非同期 Request-Response 通信）の方が同期通信（SOAP over 
HTTP）より有効な結果が得られた。 
今回は実行環境の装置数・リソース（メモリサイズなど）の制限から大規模な試験は行う事がで

きなかったが、得られた結果から高信頼 Web サービス通信が提供する高信頼な非同期通信はネッ

トワーク負荷が高い（サービス自体が負荷の高い演算を行う、同時接続数が多大等）Web サービ

スにおいて、その負荷軽減に有用であることが確認できた。今後、Web サービスの多様化・ユー

ザ数の増大・求められるサービスの高度化により、さらに信頼性を維持したままサーバの負荷軽減

が要求されると考えられる。このような局面で高信頼 Web サービス通信は非常にその効果が期待

されると思われる。 
 
2.5-4-4. コンフォーマンスツールを使った相互運用実証実験 
(1) WS-Reliability 1.1 に対するコンフォーマンス検証 

RM4GS 1.1のWS-Reliability 1.1 に対するコンフォーマンス検証を実施した結果を表2.5-3に示す。

この結果により、RM4GS 1.1 は WS-Reliability 1.1 を正しく実装したエンジンであるといえる。 
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表 2.5-3 RM4GS1.1 のコンフォーマンス検証の結果 
検証項目の分類 検証項目数 検証結果 

WS-Request 120 117/0/3 
WS-R Response 19 19/0/0 フォーマット検証 
WS-R Poll Request 19 19/0/0 
共通 1 1/0/0 

バインディング検証 
HTTP Binding 7 7/0/0 
共通 3 3/0/0 
到達保証 6 6/0/0 
重複排除 2 2/0/0 

プロトコルシーケン

ス検証 
順序保証 3 3/0/0 
 ※検証結果: [検証実施数]：passed の件数/failed の件数/warning の件数 

 
(2) WS-Reliability の相互運用検証 
高信頼 Web サービス通信の到達保証機能を使う簡単なサンプルアプリケーションを用意し、このアプ

リケーション間の相互運用性の検証を行った。この検証では、送信側に RM4GS1.1 を、受信側に富士

通の WS-Reliability を実装したプロトタイプである OASIS-RM を配置し、送信側アプリケーションか

ら受信側に到達保証のオプションを付けたメッセージを送信した際に、通信トラブルメーカによって疑

似ネットワークエラー（メッセージ欠落）を発生させた。この検証の結果を表 2.5-4 に示す。 
 

表 2.5-4 アプリケーション間の相互運用検証の結果 
検証項目の分類 検証項目数 検証結果 

WS-Request 111 108/0/3 
WS-R Response 13 10/2/1 フォーマット検証 
WS-R Poll Request 19 19/0/0 
共通 0 -- 

バインディング検証 
HTTP Binding 7 6/1/0 
共通 3 3/0/0 
到達保証 4 3/1/0 

プロトコルシーケン

ス検証 
重複排除 1 1/0/0 
※検証結果: [検証実施数]：passed の件数/failed の件数/warning の件数 

 
この検証結果を表 2.5-3 と比較解析した結果、RM4GS と OASIS-RM の相互運用性の不具合は 3 項目

であった。さらに、解析を続けた結果、この不具合は WS-Reliability 1.1 の仕様の解釈を誤って

OASIS-RM を実装していたことに起因していたことが判明した。これはコンフォーマンスツールにより、

アプリケーション間の相互運用性を検証することで、高信頼 Web サービス通信エンジン間の相互運用を

検証できた成果であり、本ツールが問題解決に非常に有用であることを示した。 
 
(3) WS-ReliableMessaging Committee Draft 03 の相互運用検証 

WS-Reliable Messaging Committee Draft 03 を実装した異なる 2 つの実装を用いて、アプリケーシ

ョン間の相互運用検証性を検証した。相互運用検証の環境は送信側、受信側ともに同一筐体のマシン上

に構築し、送信側に Apache Sandesha2 1.0 build を、受信側にコンフォーマンスツール V2 付属の

WS-ReliableMessaging 検証エンジンを使用した。 
 検証項目は以下の 4 つである。 
① One-Way 同期通信 
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    a. 検証内容 
Apache Sandesha 2 サンプルアプリケーション SyncPingClient を使用した、One－Way 同

期通信による相互運用性検証 
    b. 検証結果 

バインディング検証にて warning 22 件を検出した。以下に warning と判定した理由を説明す

る。 
コンフォーマンス検証対象の WS-ReliableMessaging Committee Draft 03 では、

WS-ReliableMessaging メッセージと下位通信プロトコルとのバインディングに関しての明確な

記述がない。WS-ReliableMessaging エンジンごとにバインディングの実装が異なると、異なる

WS-ReliableMessaging エンジン同士を接続した場合の相互運用性に問題が発生する可能性があ

る。そこで、富士通より、WS-ReliableMessaging メッセージと下位通信プロトコル HTTP との

バインディングに関して、以下のプロファイル案を WS-ReliableMessaging を策定中の OASIS 
Web Services Reliable Exchange Technical Committee（WS-RX TC）及び WS-I Reliable Secure 
Profile Working Group（RSP WG）に提案している（2.5-5-2 を参照していただきたい）。 

・Binding Options for the WS-ReliableMessaging Protocol 
 [Working Draft] Version 1.26, 7 September 2006 

コンフォーマンスツール V2 では、この提案中の上記資料を基にしてバインディング検証項目

を作成した。ここで WS-ReliableMessaging エンジンは上記資料に記載されている全てのバイン

ディングパターンを実装しているわけではないため、テストロジックと違った動作が発生する。

コンフォーマンスツール V2 でそのようなケースを検出した場合は、テスト結果を<failed>では

なく<warning>として判定することにした。 
② One-Way 非同期通信 
     a 検証内容: 

Apache Sandesha 2 サンプルアプリケーション AsyncPingClient を使用した、One－Way
非同期通信による相互運用性検証 

     b 検証結果 
バインディング検証にて warning 17 件を検出した。warning と判定した理由については、①

の検証結果を参照。 
③ Request-Response 同期通信 
    a. 検証内容 

Apache Sandesha 2 サ ン プ ル ア プ リ ケ ー シ ョ ン SyncEchoClient を 使 用 し た 、

Request-Response 同期通信による相互運用性検証 
    b. 検証結果 

バインディング検証にて warning 23 件を検出した。warning と判定した理由については、①

の検証結果を参照。 
④ Request-Response 非同期通信 
   a. 検証内容 

Apache Sandesha 2 サンプルアプリケーション AsyncEchoClient を使用した、

Request-Response 非同期通信による相互運用性検証 

   b. 検証結果 
バインディング検証にて warning 23 件を検出した。warning と判定した理由については、①

の検証結果を参照。 
 
 これら 4 つのテストによる検証の結果、コンフォーマンスツール V2 の正当性が以下の通り確認でき

た。 
 コンフォーマンスツール V2 では、以下のテスト項目を提供している。 
 ① フォーマット検証 

Web Service ReliableMessaging Committee Draft 03, March 14, 2006 を基にして作成 
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 ② バインディング検証 
WS-ReliableMessaging プ ロ フ ァ イ ル 提 案 資 料 “ Binding Options for the 
WS-ReliableMessaging Protocol [Working Draft] Version 1.26, 7 September 2006“を基にして

作成 
 ③ プロトコルシーケンス検証 

コンフォーマンスツール V1 のプロトコルシーケンス検証項目（配送保証機能に関する検証項目）

を基にして作成 
 
①のフォーマット検証に関しては、テスト項目に従った検証が可能であることから、コンフォーマン

スツール V2 の正当性を確保できていると考える。 
一 方 、 ② の バ イ ン デ ィ ン グ 検 証 及 び ③ の プ ロ ト コ ル シ ー ケ ン ス 検 証 に 関 し て は 、

WS-ReliableMessaging Committee Draft 03 では明確な記述がされていないため、それを補完する別資

料から作成した検証項目及び検証ロジックであり、オプションとしての位置づけである。 
WS-ReliableMessaging エンジン（※1）は、WS-ReliableMessaging を基にして実装している。②や

③ で 検 証 対 象 と し て い る （ WS-ReliableMessaging エ ン ジ ン 内 の ） 処 理 に つ い て は 、

WS-ReliableMessaging Committee Draft 03 で は 仕 様 の 範 囲 外 で あ る こ と か ら 、 各

WS-ReliableMessaging エンジン独自の実装依存になっている。 
これらの WS-ReliableMessaging エンジンを検証対象とした、②のバインディング検証及び③のプロ

トコルシーケンス検証に関する検証では、ツール側から見ると WS-ReliableMessaging エンジンの実装

範囲が不明であるため、検証前の前提条件の判定ができない（※2）ものがあり、検証対象外としたいテ

スト項目についても検証を行い、検証結果として warning を検出することとなった。コンフォーマンス

ツール側に外部のテスト条件を通知する仕組みを入れるなど、さらなる改善が必要である。 
 ※1 コンフォーマンスツール V2 付属の WS-ReliableMessaging 検証エンジンを含む。②のプロファ

イル案の提案時期より先に開発をスタートしていたため。 
 ※2 テスト対象のWS-ReliableMessagingエンジンがどのバインディングパターンを使用してメッセ

ージ交換をおこなっているのか、など。 
 
(4) OASIS 標準 WS-ReliableMessaging 1.1 の相互運用検証 
 WS-Reliable Messaging1.1 が OASIS 標準として承認された後、コンフォーマンスツールを用いて、

Ａ社の実装と相互運用検証を実施した。この相互運用検証では、OASIS WS-RX TC のホワイトペーパ

WS-RX TC Interop Scenarios（http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16324/Z）に記

載されているリライアブルメッセージングのシナリオに記載されている 6 つのシナリオのうち、代表的

な 4 つについて検証を実施した。この検証の結果、いくつかのテストシナリオにおいて、実装上の障害

などの問題が発見されたため、ここでは正常に検証できた、Ａ社から当社開発の実装への One-Way の

同期型メッセージでの検証結果についてのみ解析した。 
今回の検証によって、以下の成果が得られた。 
・コンフォーマンスツールの利用により、実装上の不具合が原因で相互運用できなかった問題が発見

できた。 
・上記の表から、メッセージのフォーマットが正しいことが検証できた。 
・コンフォーマンスツールの拡張性及び柔軟性が確認できた。 
 
WS-ReliableMessaging1.1 は 2007 年に標準化が完了した。その後、各社が実装を開始しており、プ

ロトタイプやβ版を元に相互運用検証を実施し始める時期にある。今回の相互運用検証はそのようなタ

イミングで実施しており、相互運用性の向上のために使えるばかりでなく、不具合の発見や、実装の完

成度を高めるためにも有効であると考えられる。 2008 年 3 月 25 日時点で、Apache の

WS-ReliableMessaging実装であるSandeshaもWS-ReliableMessaging1.1の 終仕様に未対応である。

今後、様々なベンダの実装やオープンソースなどが提供されてくると考えられる。各社の実装間やオー

プンソースなどと相互運用実証実験を行うときに、今回開発したコンフォーマンスツールを活用しても
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らうことにより、相互運用性の向上に寄与できると考えられる。 
 
(5) ebMS3.0 with WS-Reliability1.1 の検証結果 
 WS-Reliability1.1 及び WS-ReliableMessaging1.1 は、企業間のメッセージング標準仕様である

OASIS 標準 ebMS3.0 でも高信頼メッセージング技術として採用されている。そのため、本研究開発で

開発したコンフォーマンスツールで、ebMS3.0 の高信頼メッセージング部分の検証が可能である。また、

コンフォーマンスツールのアーキテクチャは柔軟にできており、検証項目を外部ファイルとして記述す

ることにより、WS-Reliability1.1 及び WS-ReliableMessaging1.1 以外の仕様についても検証をできる

つくりになっている。このため、本項では ebMS3.0 のテストアサーションを記述することで ebMS3.0
の相互運用の検証を行った。 
 ebMS3.0 はクラサバ型のメッセージングに対応しており、今回は、クライアントからサーバへのメッ

セージ送信（Push 型メッセージング）と、クライアントからサーバにメッセージを受信しにいく Pull
型メッセージングの検証を実施した。また、それぞれのシナリオで、WS-Reliability1.1 の送達保証も行

った。 
 今回の検証を実施した実装の開発環境は以下の通りであった。 
・A 社のクライアント 

Java のバージョン：JDK1.5.0_14 
HTTP のバージョン：HTTP1.0 
SOAP エンジン：Axis1.3 

・B 社のクライアント 
Java のバージョン：JDK1.5.0_11 
HTTP のバージョン：HTTP1.0 
SOAP エンジン：Axis1.3 

・C 社のサーバ 
Java のバージョン：JDK1.6.0.14 
HTTP のバージョン：HTTP1.1 
SOAP エンジン：Axis2 

 
①B 社クライアント－C 社サーバ 

a) Push 型メッセージング（添付ファイル 1 つ） 
この検証では、正常に相互運用できていない。サーバとクライアントで使用している Axis のバー

ジョンの非互換が原因で、HTTP もしくは MIME のレイヤで問題が発生している可能性が考えら

れる。 
b) Push 型メッセージング（添付ファイル 3 つ） 

  上記 a)の添付ファイルを 3 つに増やしたときのテスト。結果は a)と同様だった。 
c) Pull 型メッセージング（サーバにメッセージなしの場合） 

  正常に相互運用できた。 
d) Pull 型メッセージング（サーバに添付ファイルが 1 つのメッセージがある場合） 
通信層では問題なく接続しているが、サーバ側の処理が正しく行われていないことが原因で、メッ

セージを返信することができていない可能性がある。 
e) Pull 型メッセージング（メッセージに添付ファイルが３つある場合） 
このシナリオは、上記 d)のシナリオと同様で、添付ファイルの数が増えるものである。d)と同様の

結果であるため省略。 
②A 社クライアント－C 社サーバ 

a) Push 型メッセージング（添付ファイル 1 つ） 
この検証では、正常に相互運用できていない。サーバとクライアントで使用している Axis のバー

ジョンの非互換が原因で、HTTP もしくは MIME のレイヤで問題が発生している可能性が考えら

れる。 
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b) Push 型メッセージング（添付ファイル 3 つ） 
上記 a)の添付ファイルを 3 つに増やしたときのテスト。結果は a)と同様だった。 
※コンフォーマンスツールが出力するレポートにはエラーが検出されたが、コンフォーマンスツー

ルのバグであった。それ以外のエラーはなく、メッセージは正常と考えられる。 
c) Pull 型メッセージング（サーバにメッセージなしの場合） 

  正常に相互運用できた。 
d) Pull 型メッセージング（サーバに添付ファイルが 1 つのメッセージがある場合） 
通信層では問題なく接続しているが、サーバ側の処理が正しく行われていないことが原因で、メッ

セージを返信することができていない可能性がある。 
 
以上の結果から、今回の検証でわかったことは以下の通りである。 
・Pull メッセージングは通信レベルでは相互運用できているが、PullRequest に対してメッセージを

受け渡すサーバ側の処理が正しく行われていないと考えられる。 
    →サーバ側の対応により接続できる可能性あり。 
・Push メッセージングは、ebMS3.0 のメッセージのフォーマット上は問題ないと考えられる。Axis
のバージョンの相違による非互換が原因で、HTTP もしくは MIME のレイヤで問題が発生してい

る可能性がある。 
 ・今回の検証で WS-Reliability1.1 の AckRequested 送信と Acknowlegment 返信も予定していたが、

上記問題のため正常に終了していない。 
 
上記を踏まえ、今後は以下の様に取り組んでいきたい。 
・Pull メッセージングについては、サーバ側の対応ができれば再検証する。 
・Push メッセージングについては、非互換の調査をする。修正できれば再検証する。 

 ・上記の問題がクリアできたときに、WS-Reliability1.1 についても追加の検証を行う。 
 
2.5-4-5. 高信頼 Web サービス通信技術をベースとしたサンプルアプリケーションの開発 

2.5-4-3 では高信頼Webサービス通信技術の機能を検証するための単体アプリケーションを開発し検

証を行った。本項では高信頼 Web サービス通信の機能と他の基盤技術を利用した現実的なサービスを提

供するシステムをモデルに開発したサンプルアプリケーション、及びそのアプリケーション上で行った

本研究開発で開発した技術に対する検証について解説する。ここではそのアプリケーションを総合検証

システムあるいは単に総合検証と呼ぶ事とする。 
 

(1) 総合検証について 
総合検証は省エネ制御サービス検証システムとして、統合リモート管理基盤技術を活用・連携した基

盤上に以下の 2 つのアプリケーションを実装し、リモート制御サービスの安全性、相互運用性、拡張性、

構築容易性などの実装技術の観点から、関連する開発技術の妥当性を確認のため行われた。この全体構

成と具体的内容については 2.11 章を参照していただきたい。 
本研究開発ではこの総合検証システムの一部として、高信頼 Web サービス通信技術をベースとした、

携帯電話を利用するデジタル情報機器の遠隔制御システムを容易に実現するために、サービス開発者が

サンプルとして利用できる、携帯サービスサイトとサービスポータルを高信頼 Web サービス通信で連携

するサンプルプログラムと携帯サービスサイトのサンプルプログラムを開発した。また、携帯電話によ

るデジタル情報機器の遠隔操作システムを想定し、上記を使って携帯サービスサイトとサービスポータ

ルとの間の通信に高信頼 Web サービス通信を利用する総合検証を実施した。これにより、高信頼 Web
サービス通信のデジタル情報機器サービスにおける有効性の評価を行った。 
 
(2) 総合検証における本研究開発の目的 
情報家電の遠隔操作サービスをビジネスの立場から考えた場合、そのサービス実施者やサービス構成

は多様なケースが考えられる。（例えば、遠隔操作端末を携帯電話とした場合のキャリア企業、情報家電
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を提供する家電メーカや販売会社、家庭向けネットワークのインフラを提供するプラバイダや電力を提

供する電力会社）。これらの事業者が単独あるいは複合してサービスを提供する場合、同一事業者がシス

テムの構築を行うのに比して、相互運用にあたっては多くの問題に直面する可能性が高い。そのため、

本研究開発が推進･開発してきた相互運用における信頼性確保のための技術基盤をこの総合検証システ

ムにて実装･実施し、その有用性を確認することが目的である。 
 
(3) サンプルアプリケーション概要 
総合検証で富士通は上記の目的にある相互運用における信頼性の確保の立場から以下の観点にて参加

した。 
・WS-Reliability 及び SPIA Profile 1.0 を用いた安全な相互運用 
・異なるサーバ・アプリケーション間の相互運用性を高めるコンフォーマンスツールによるコンフォ

ーマンス検証・相互運用性検証 
・携帯電話による PKI 認証及び携帯サービスサイト・サービスポータルを経由したデジタル情報家電

のマニュアル制御 
これらの観点に基づき以下について開発を行った。 

① 総合検証用携帯サービスサイトの構築及び携帯電話アプリケーションの開発 
② 携帯サイトとサービスポータルの連携機能 
また本研究開発で別途開発したコンフォーマンスツールの検証のため、本コンフォーマンスツールを

総合検証システムに組み込み、検証を行った。 
 
(4) 開発部位解説 
総合検証全体の構成とその内部モジュールについて以下に示す。各構成の詳しい解説は 2.11 章を参照

していただきたい。 
これらの構成要素のうち、本研究開発では、①携帯電話アプリケーション＆携帯側アクセスアプリケ

ーション、②個人向け遠隔操作アプリケーション、③サービスポータル連携機能、④携帯ドメイン連携

機能を開発した。 
 
(5) 実行環境 
開発したモジュールは以下の 3 つの機器に実装される。本研究開発で開発した部位は以下の通りであ

る。 
① 携帯電話 

・digitalopr.jar:  
デジタル家電操作 i アプリの jar ファイル（携帯サイトからダウンロードして実行）。 

② 携帯サイト 
・携帯アクセスアプリケーション（cellularaccess.war） 

携帯アクセスアプリケーションの Web アプリケーション war ファイル。JBoss 上に配備さ

れる。 
・遠隔操作アプリケーション（remotecontrol.jar） 

遠隔操作アプリの jar ファイル。JBoss の JNDI 上に配備される。 
・サービスポータル連携機能（portalcollab.jar） 

サービスポータル連携機能の jar ファイル。JBoss の JNDI 上に配備される。 
・コンフォーマンスツール V3 

本研究開発で開発した検証ツール。 
③ サービスポータル 

・携帯ドメイン連携機能（servicecollab.jar） 
携帯ドメイン連携機能の jar ファイル。JBoss の JNDI 上に配備される。 

 
(6) 評価 
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(a) 情報家電のマニュアル制御に対する機能について 
総合検証システムにおける情報家電のマニュアル制御について本研究開発アプリケーションは

以下の機能を提供する。 
・i アプリのユーザが、NTT Docomo が提供するサービス「FirstPass」の機能を使用し、安全

な認証システムを経由して外出モード制御サービスを呼び出すことができる機能。 
・i アプリのユーザが、NTT Docomo が提供するサービス「FirstPass」の機能を使用し、安全

な認証システムを経由してリモート機器制御サービスを呼び出すことができる機能。 
・RM4GS を使用した、サービスサイト－ポータルサイト間の高信頼メッセージング機能 
また、外出モード制御サービス及びリモート機器制御サービスは以下のサービスを提供する。 

・外出モード制御サービス 
外出先から携帯電話を使用して、自宅の電気機器の消し忘れ確認と消灯・停止（外出モード

の状態設定・確認）ができるサービス 
・リモート機器制御サービス 

携帯電話を使用して、リモートから自宅の電気機器を操作することができるサービス 
これらの機能から本開発のアプリケーションは携帯電話によるマニュアル制御の観点から利用

者に対しては以下の機能とサービスを提供する。 
・i アプリのダウンロード 
・ユーザ登録 
・お出かけモード設定 
・リモコンサービス 

(b) 機能に対する動作検証 
このアプリケーションに対し、以下のそれぞれの機能についてテスト内容を抽出した、それぞれ

の項目について動作の確認を行い、各項目について仕様を満足する検証結果を得た。検証項目と

結果の詳細については別紙成果報告書を参照していただきたい。 
・携帯電話-携帯サーバ相互運用 
・i アプリ 
・ログ出力機能 
・解析機能 
・RM4GS によるアプリケーションメッセージの転送 
これらの検証結果により、本アプリケーションは総合検証システムの一部として、コンフォーマ

ンスツール・高信頼 Web サービス通信を含む本研究開発の技術基盤を検証するアプリケーショ

ンとして有用であることを確認した。この検証システムを使用した、本研究開発の技術基盤の検

証については次項に記す。 
 
(7) コンフォーマンスツール適用結果 
次に本総合検証システムに対し、本研究開発が開発したコンフォーマンスツールを適用した結果を以

下に示す。コンフォーマンスツールについての詳細は 2.5-3-2 を参照していただきたい。 
(a) 概略 
本総合検証システムの構成において、携帯サイトとサービスポータル間の相互運用をコンフォーマ

ンスツールによる検証対象とした。総合検証システムでは RM4GS を携帯サイトサーバ及びサービス

ポータルサーバに配置して使用している。両サーバとも JBoss 上で動作するため、RM4GS を JBoss
に対応するカスタマイズを実施している。RM4GS は WS-Reliability 1.1 で規定された、到達保証、

重複排除保証、及び到達順序保証をサポートしているが、今回の総合検証では SPIA Profile 1.0 に従

い、到達保証機能と重複排除保証機能を使用した。また、RM4GS は WS-Reliability 1.1 で規定され

た３種類の RM-Reply Pattern（Response、Callback、Poll）を全てサポートしているが、今回の総

合検証では SPIA Profile1.0 に従い、Callback RM-Reply Patten で動作するように設定した。 
(b) 検証内容 

2 つのアプリケーション間で交換されるメッセージが WS-Reliability 1.1 に準拠しているかどうか
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を評価することを目的として、アプリケーション間の相互運用性を検証した。なお、コンフォーマン

スツールは携帯サービスサイトサーバに配置した。また、本研究開発で提案した SPIA Profile 1.0 に

基づくルールに準拠しているかについても同様に検証した。検証結果の詳細については別紙成果報告

書を参照していただきたい。 
(c) 考察 
本コンフォーマンスツールの検証結果により、総合検証シナリオ２における携帯サイトとサービス

ポータル間の高信頼 Web サービス通信メッセージについて WS-Reliability と本研究開発で策定した

SPIA Profile 1.0 に準拠し、正しく運用されていることが検証された。 
今回実施された総合検証シナリオ２のシステム構成とアプリケーションは実現可能なサービスをモ

デルとして構築されている。その現実性・具体性についての考察は 2.11 章に詳しい。このため、本コ

ンフォーマンスツールによる今回の検証は現実的な運用時における検証に対しても十分実用的である

ことを証明し、本ツールが Web サービスにおける相互運用を行う上で問題解決に大きな効果があるこ

とを裏付けた。 
 
2.5-4-5. 高信頼 Web サービス通信に関する標準化活動 

高信頼 Web サービス通信の相互運用性を確保するために行った標準化活動については、研究成果の普

及・啓発・標準化に向けた取り組みと合わせて 2.5-5 に報告する。 
 
2.5-5. 標準化の取り組み 
  高信頼 Web サービス通信の相互運用性を確保するために行った本研究開発としての標準化活動及び

本研究開発の研究成果の普及・啓発、標準化に向けた取り組みについて報告する。 
 
2.5-5-1. WS-Reliability の実装プロファイルに関する標準化活動 

 本研究開発で開発した WS-Reliability の実装プロファイルは、2006 年 11 月に富士通から SPIA フ

ォーラム高信頼 Web サービス通信 SIG に提案し、2007 年 10 月に SPIA Profile 1.0 として SPIA フォ

ーラム標準となった。また、この仕様を富士通と SPIA フォーラム高信頼 Web サービス通信 SIG の連

名で WS-Reliability を策定した OASIS Web Services Reliable Messaging Technical Committee
（WSRM TC）に提案し、WSRM TC の Committee Draft として承認された。Committee Draft とは

TC の投票メンバーの過半数が承認したドキュメントで、TC の正式な成果物としてのステータスを得た

ものである。したがって、OASIS 標準を作成するための第一ステップともいえる。本仕様は WSRM TC
のホームページから紹介されている。 
 
2.5-5-2. WS-ReliableMessaging に関する標準化活動 

OASIS WS-RX TC で策定中だった WS-ReliableMessaging は、相互運用性に関する検討が不足して

いた。そこで、相互運用性を確保できるように、本研究開発で開発した WS-ReliableMessaging の実装

プロファイルを OASIS WS-RX TC に提案・標準化する活動を開始した。2005 年 12 月に、相互運用性

を確保するためのプロファイルを作成することを提案した。この提案に対して否定的な意見が多かった

が、Interoperability Sub-Committee を設立し、そこでプロファイルに関する議論を行うことを決定し

た。次に本研究開発で開発した WS-ReliableMesaging の実装プロファイルの一部である HTTP バイン

ディングを記載したプロファイルを提案した。この提案に対しても WS-RX TC 内で強い反対意見があ

ったため、その後は WS-RX TC メンバと個別に交渉を進めていた。 
並行して、WS-I でもプロファイルを策定するための活動を開始した。富士通を中心に議論を進めた

結果、2006 年 5 月に高信頼 Web サービス通信の仕様に関するプロファイルを策定する RSP WG を設

立することが決定した。このチャータには、富士通が主張した「WS-ReliableMessaging の仕様にバイ

ディング作成の明記」及び「対象はオープンで標準化された仕様」の条件が含まれている。その後、2006
年 9 月に、富士通と SPIA フォーラム高信頼 Web サービス通信 SIG の連名で WS-ReliableMessaging
の相互運用性に関する問題点をまとめた「Binding Options for the WS-ReliableMessaging Protocol」
をリクワイヤメントとして提案した。 
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RSP WG の設立に伴い、WS-RX TC では、策定中の WS-ReliableMessaging の仕様に富士通が提案

していた実装プロファイルの一部である配信保証／重複削除／順序保証などの指定に関する記述を追加

し、実装プロファイルの策定は RSP WG で行うことを合意した。しかしながら、依然として

WS-ReliableMessaging には相互運用性に関する懸念事項が残っていた。2006 年 8 月 24 日～10 月 21
日に実施されたパブリックレビュー版の仕様には下記のような相互運用性に関する 3 つの懸念事項があ

った。 
① ドラフト仕様では下位プロトコル（例：HTTP）とのバインディングが記載されていない。ビジネ

スメッセージ、AckRequested メッセージ、Acknowledgement メッセージ及び MakeConnection
をどう下位プロトコルにバインディングするかは実装に依存するため、バインディングの違いから

相互運用できないという懸念がある。 
② ドラフト仕様は、送達保証、重複削除、順序保証という機能を実装するための通信プロトコルとい

う位置付けであるが、そのどれを使ってメッセージ交換をするのかを指定する方法が規定されてい

ない。利用する機能を選択する上での送信者と受信者間の相互運用上の懸念がある。 
③ AckRequested メッセージを単独で送信できるのか、あるいは必ずビジネスメッセージと組み合わ

せて送信すべきかの記載が不明瞭でありこの部分の解釈の違いによる相互運用上の懸念がある。 
これらのうち、特に問題と思われるものは①である。これらを HTTP プロトコルにバインディングす

る場合、その可能性は少なくとも 18 パターンある。異なる実装間の相互運用性を向上させるためには

これらの識別、あるいは必須とするバインディングパターンの規定を行うべきと考えた。 
下位プロトコルとのバインディングを規定することが異なる実装間の相互運用性に有効であることを

検証するため、本研究開発で開発したコンフォーマンスツールを使い、 も一般的に利用されるであろ

うと思われる 2 つのバインディングに関しての相互運用実証実験を行った。この実験で使用した

WS-ReliableMessaging の実装は、Apache が提供しているオープンソースの高信頼 Web サービス通信

ミドルウェアの通信エンジンと、本研究開発で開発したコンフォーマンスツール用の通信エンジンであ

る。この検証の結果、Apache の通信エンジンがサポートしている範囲では、コンフォーマンスツール

用通信エンジンと相互運用できることを確認した。このことにより、下位プロトコルとのバインディン

グの規定が異なる実装間の相互運用性の向上に有効であることが実証できた。 
そこで、仕様書のレビューで発見した他の懸念事項とともに上記の問題を提起し、解決を呼びかけた。

その結果、2007 年 6 月に OASIS 標準となった WS-ReliableMessaging の 終仕様では、①の問題は

一部が改善され、②と③の問題は解決されたため、仕様上は相互運用性に問題のない程度に解決された。

このように本研究開発で開発したWS-ReliableMessagingの実装プロファイル及びコンフォーマンスツ

ールを用いて WS-ReliableMessaging の相互運用性に関する問題を指摘し続けた結果、OASIS 標準と

なった仕様が相互運用性を確保できるようになったことはきわめて有意義なことである。 
 
2.5-5-3. コンフォーマスンツールに関する標準化活動 
相互運用性を確保しながら高信頼 Web サービス通信を広く普及させるため、コンフォーマンスツール

を SPIA フォーラム高信頼 Web サービス通信 SIG の推奨ツールとして一般公開している。また、ECOM
（次世代電子商取引推進協議会）及び eAC（eBusiness Asia Committee）に対しコンフォーマンスツー

ルを使った相互運用検証の実施を提案した。さらに、海外のシンポジウムに出席し、コンフォーマンス

ツールを紹介すると共に、コンフォーマンスツールを使った相互運用検証への参加を呼びかけた。 
eAC は、ebXML 仕様の製品間の相互運用検証を行うための相互運用性タスクグループ（議長:富士通、

韓国）を設立し、世界初の ebXML 相互運用性認証制度を開始するなど、相互運用検証に関して豊富な

実績を持っている。2005 年秋からは検証対象を ebXML から e ビジネス全体に拡大することになったた

め、2005 年 11 月から WS-Reliability/WS-ReliableMessaging の相互運用検証を実施することを提案し、

その実証実験にコンフォーマンスツールを採用することを提案してきた。提案当初からコンフォーマン

ス ツ ー ル の 採 用 は 好 意 的 に 受 け 入 れ ら れ 、 コ ン フ ォ ー マ ス ン ツ ー ル を 使 っ た

WS-Reliability/WS-ReliableMessaging の相互運用検証を 2008 年 6 月に実施する計画が立案された。

この相互運用検証には、既に GCOM（台湾）と富士通が参加を表明しており、さらに日本オラクル、

Torpedo（韓国）、B2B Internet（韓国）、Esumtech（韓国）などに対して参加を呼びかけている。この
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相互運用検証に先立ち、2008 年 2～3 月に富士通とＡ社がコンフォーマンスツールを使った

WS-ReliableMessaging のプレテストを実施した。また、eAC では、2008 年 3Q に ebMS3.0 の相互運

用検証の実施を予定しており、この検証にも本研究開発で開発したコンフォーマスンツールを使用する

予定である。本研究開発で実施した WS-ReliableMessaing 及び ebMS3.0 with WS-Reliability1.1 の相

互運用実証実験の結果を踏まえ、今後の相互運用検証に活用していきたい。 
一方、ECOM は 2002 年 9 月に異なるベンダが開発した ebXML 製品間における相互運用性を検証す

るためのガイドラインである「ebXML 相互接続テスト共通仕様書」を公開し、5 社の ebMS 2.0 を実装

した 5 社の製品等の相互運用実証実験に成功した。その後も次世代 EDI 導入技術推進 WG（主査:富士

通）で引き続き ebMS の相互運用検証の検討を続けている。この WG に本研究開発で開発したコンフォ

ーマスンツールを使用した相互運用検証を提案した結果、2008 年 3 月に ebMS 3.0 の相互運用検証を実

施した。この実証実験には富士通、JEITA、NEC ソフトが参加した。 
 
2.5-5-4. SPIA フォーラム 高信頼 Web サービス通信 SIG 

2005 年 2 月に SPIA フォーラムの SIG の一つとして設立された高信頼 Web サービス通信 SIG（主査:
富士通）は、OASIS が策定した高信頼 Web サービス通信をベースに、多様なサービスアプリケーショ

ン間の相互運用性確保のために必要となるコンフォーマンスツールや実装プロファイルの検討を行って

いる。高信頼 Web サービス通信 SIG の主な活動履歴を表 2.5-5 に示す。 
 

表 2.5-5 SPIA フォーラム 高信頼 Web サービス通信 SIG の活動履歴 
日付 イベント 活動概要 
2006 年 2 月 15 日 第 1 回 SPIA フォーラム技術会議 高信頼 Web サービス通信 SIG の目標、

活動計画についての発表を行った。 
2006 年 3 月 8 日 第 1 回 高信頼 Web サービス通信 SIG 高信頼 Web サービス通信 SIG の黙秘用

と活動計画について提案し、コンフォー

マンスツールを紹介した。 
2006 年 5 月 19 日 第 2 回 高信頼 Web サービス通信 SIG 高信頼 Web サービス通信に関する機能

プロファイルと相互運用検証の範囲を

検討した。 
2006 年 7 月 7 日 第 3 回 高信頼 Web サービス通信 SIG 高信頼Webサービス通信の携帯/PDAを

含めた環境での利用について検討した。

WS-ReliableMessagingの実装プロファ

イル案を提案し、この仕様の WS-I への

提案について検討した。 
2006 年 8 月 23 日 第 4 回 高信頼 Web サービス通信 SIG 高信頼 Web サービス通信の利用シナリ

オを提案した。WS-I への提案に向けて

WS-ReliableMessagingの相互運用性に

関する問題点をまとめた「Binding 
Options for the WS-ReliableMessaging 
Protocol」を検討した。 

2006 年 9 月 WS-I への提案 富士通と SPIA フォーラム高信頼 Web
サービス通信 SIG の連名で「Binding 
Options for the WS-ReliableMessaging 
Protocol」をリクワイヤメントとして提

案 
2006 年 10 月 11 日 第 5 回 高信頼 Web サービス通信 SIG WS-Reliability のサンプル実装のコン

フォーマンスツールを利用したコンフ

ォーマンス検証の結果を報告した。 
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2006 年 11 月 15 日 第 6 回 高信頼 Web サービス通信 SIG デジタル情報家電サービスのための高

信 頼 Web サ ー ビ ス 通 信

（WS-Reliability）機能プロファイル案

を提案し、検討した。 
2006 年 12 月 21 日 第 7 回 高信頼 Web サービス通信 SIG デジタル情報家電サービスのための高

信 頼 Web サ ー ビ ス 通 信

（WS-Reliability）機能プロファイル案

を検討した。コンフォーマンスツールを

用いた相互運用検証について説明した。

2007 年 2 月 14 日 第 8 回 高信頼 Web サービス通信 SIG デジタル情報家電サービスのための高

信 頼 Web サ ー ビ ス 通 信

（WS-Reliability）機能プロファイル案

を検討した。 
2007 年 5 月 14 日 SPIA フォーラム標準仕様案の公開  

（パブリックレビュー用） 
デジタル情報家電サービスのための高

信 頼 Web サ ー ビ ス 通 信

（WS-Reliability）機能プロファイル

V1.0 をフォーラムメンバに公開 
2007 年 7 月 23 日 SPIA フォーラム標準仕様案の公開 デジタル情報家電サービスのための高

信 頼 Web サ ー ビ ス 通 信

（WS-Reliability）機能プロファイル

V1.0 をフォーラムメンバに公開 
2007 年 9 月 20 日 SPIA フォーラム標準仕様の公開 デジタル情報家電サービスのための高

信 頼 Web サ ー ビ ス 通 信

（WS-Reliability）機能プロファイル

V1.0 を公開 
2007 年 9 月 20 日 推奨ツールの公開 コンフォーマンスツール（V1）を公開 
2008 年 1 月 28 日 推奨ツールの公開 コンフォーマンスツール（V2）を公開 
2008 年 3 月 31 日 推奨ツールの公開 コンフォーマンスツール（V3）を公開 
 
2.5-5-5. その他研究発表等 
  半期ごとに開催される SPIA 技術会議の他、OASIS Symposium 2007、OASIS Open Standards 
Forum、IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics 2007 といったシンポジウムで

の研究発表や論文投稿を積極的に進め、研究成果の普及・啓発を進めてきた。主な研究発表を表 2.5-6
に示す。 
 

表 2.5-6 主な研究発表 
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 

平成19年4月16日 OASIS 
Symposium2007 

Promoting e-Business and 
Web Services Standards to 
SMEs in Japan and Asia」 

岩佐 和典、成田 雅彦 
島村 真己子 
Jacques Durand（Fujitsu 
Computer Systems） 

平成19年6月8日 電子情報通信学会 
サイバーワールド時

限研究会 

検証ツールを用いた高信頼

Web サービス通信の相互運用

性の検証と標準化への貢献 

成田 雅彦、藤川 泰之 
島村 真己子、岩佐 和典 
屋代 貞夫 

平成19年10月 産業技術大学院大学

紀要 第 1 号 
自治体システムに適用できる

Web サービスの相互運用の検

証 

成田 雅彦、島村 真己子 
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平成19年10月29日 OASIS Open 
Standards Forum 
2007 

Promoting e-Business and 
Web Services Standards to 
SMEs in Japan and Asia 

岩佐 和典、成田 雅彦 
島村 真己子 
Jacques Durand（Fujitsu 
Computer Systems） 

平成19年12月17日 IEEE International 
Conference on 
Robotics and 
Biomimetics 2007 

Interoperability Verification 
for Web Service based Robot 
Communication Platforms 

成田 雅彦、島村 真己子 
岩佐 和典 
山口 亨（首都大学東京） 

平成20年1月 Journal of Advanced 
Computational 
Intelligence and 
Intelligent 
Informatics, Vol.12 
No.1 

Verifying the Reliability of 
Web Services Interactions for 
the Robot Communication 
Platform 

成田 雅彦、島村 真己子 
屋代 禎夫、岩佐 和典 
山口 亨（首都大学東京） 

平成20年6月25日
～28日 

2008 IEEE 
Conference on Soft 
Computing in 
Industrial 
Applications 

Verifying Reliability 
Interactions for the Robot 
Communication Platform 
and Contribution to the 
International Standards 

成田 雅彦、岩佐 和典 
島村 真己子 
山口 亨(首都大学東京) 

 
2.5-5-6. 活動成果 
  本研究開発の成果をもとに標準化団体 OASIS に策定中だった WS-ReliableMessaging の相互運用性

に関する問題点を指摘し続けた結果、OASIS 標準となった 終仕様が相互運用性を確保できるようにな

ったことは大きな成果である。また、本研究開発の成果物は下記のように標準化され、一般公開されて

いる。 
① WS-Reliability の実装プロファイル 

・SPIA 標準仕様 
デジタル情報家電サービスのための高信頼 Web サービス通信（WS-Reliability）機能」プロ

ファイル案 V1.0 
・OASIS WSRM TC の Committee Draft 

A Profile of Reliable Web Services Messaging for Information Appliances Services 
[WS-Reliability] 

② コンフォーマンスツール 
・SPIA フォーラム 高信頼 Web サービス通信 SIG 推奨ツール 

 
2.5-6. まとめ 
2.5-6-1. 研究開発の取り組み 
  下記に示すように、研究開発を行った。 
 

2005 年度 2006 年度 2007 年度 項

番 
内容 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 
実装プロファイル       
①WS-ReliableMessaging 
 

      
1 

②WS-Reliability 
 

      

開発 標準団体へ提案 

開発 SPIA へ提案 



Ⅲ-2.5-23 

2 コンフォーマンスツール 
 
 
 
 

V1の開発   
V2の開発

  
 
V3の開発

 

3 利用シナリオとサンプル

アプリケーション・検証ア

プリケーション 
 
 

V1用開発   
 
V2用開発

   

4 高信頼 Web サービス通信

をベースとしたサンプル

プログラム 
 
 

      

5 コンフォーマンスツール

を使った相互運用実証実

験 
 
 

      

 
2.5-6-2. 成果と達成度 
高信頼 Web サービス通信の相互運用性を検証する技術を確立するため、実施計画で予定していた内容

をすべて実施し、計画通りの成果を得た。本研究開発の成果は、高信頼 Web サービス通信に関するコン

フォーマンス検証及び相互運用検証を行うためのコンフォーマンスツールを開発し、相互運用性を確保

するために必要となる仕様を実装プロファイルとして策定したことである。このコンフォーマンスツー

ルを利用した検証を実施し、コンフォーマンスツールの有効性や、高信頼 Web サービス通信ミドルウェ

アの相互運用性が検証できた。また、標準仕様自体が相互運用性を考慮していなければ相互運用性を確

保することはできないため、当時、標準化団体 OASIS で策定中だった高信頼 Web サービス通信仕様で

ある WS-ReliableMessaging が相互運用性に配慮したものとなるように問題点を指摘し、相互運用性を

確保できる OASIS 標準仕様を策定したことに貢献したことも成果である。なお、この問題点の指摘に

は、本研究開発で開発した実装プロファイル及びコンフォーマンスツールを用いた実証実験の成果を利

用した。 
さらに、携帯電話を利用したデジタル情報機器の遠隔制御システムを実現するために必要となる携帯

サービスサイトとサービスポータルを高信頼 Web サービス通信で連携するサンプルプログラム及び携

帯サービスサイトのサンプルプログラムを開発し、これを用いて高信頼 Web サービス通信の有効性が検

証できた。 
 
2.5-6-3. 今後の課題 

OASIS 標準仕様である WS-ReliableMessaging1.1 は 2007 年に標準化が完了した。その後、各社が

実装を開始しており、今まさにプロトタイプやβ版を元に相互運用実証実験を実施し始める時期である

ため、これから WS-ReliableMessaging 1.1 の相互検証の実施機会が増えてくると予想される。また、

本研究開発の検証では残念ながら ebMS3.0 実装側の問題で WS-Reliability1.1 の検証ができなかったが、

この問題は今後 ebMS3.0 の各社実装によって解決されるものである。本研究開発で開発したコンフォ

ーマンスツールは一般公開しており、今後、さまざまな機会に実施されると予想される各社の実装間や

オープンソースなどとの相互運用実証実験で活用されるよう、あらゆる機会で働きかけていきたい。 
 

WS-Reliability WS-ReliableMessaging

ebMS 3.0
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２．６．情報機器運用・活用のための情報資源管理技術 
 
2.6-1. 開発技術の概要 

インターネットには膨大な情報が存在し、検索エンジンによる検索は可能であるものの、主に文字

列ベースで検索されることが多いため不必要な文書まで検索されてしまう。そこで、人間が見るため

に記述されたそれらの文書に対して、その文書を説明する情報（メタデータ）を加え、計算機が機械

的に処理できるようにすることによって、必要な情報を効率よく検索・整理できるようになる。 
本技術開発では、情報家電に関するスペック情報、使い方情報など様々な情報をメタデータで記述

可能にし、適切な情報を高精度で検索可能にするための基盤技術の確立を目標にする。メタデータ記

述に、家電メーカ共通の語彙体系（情報家電オントロジー）を用いることで、メーカを横断した検索

や推薦、商品比較等のサービス提供が可能になる。情報サービスポータルは、これらのサービスを提

供し、コンタクトセンターのオペレータや一般ユーザが利用する（図 2.6-1）。 
そこで、まず、デジタル情報機器の運用・活用に関する情報資源として、その内容を示すメタデー

タの語彙体系を定める。情報家電オントロジーコア語彙は、その も抽象的で基本的な語彙である。

コア語彙より下位概念の語彙を定める一般語彙は、変化の激しい情報家電分野では、バージョンアッ

プが起こりやすい。具体的な各機種に関する情報も、新機種が開発される度に、情報家電オントロジ

ーに追加される必要がある。したがって、これらの語彙は、一度規定されたとしても継続的なバージ

ョンアップが起こりえる。そのためには、電機メーカやコミュニティサイトの参加者など多くの人に

協力してもらい、新規語彙の作成や公開を行ってもらう必要がある。そこで、それらの作業を行うた

めの約束事を定めた情報家電オントロジー記述ガイドラインと公開ガイドラインを標準化した。さら

に、情報家電オントロジーの有効性を検証するために、一般語彙の記述実験を行った。情報家電オン

トロジー記述ガイドラインと公開ガイドラインについては、情報家電オントロジーSIG において有識

者によって議論され、「情報家電サービス基盤フォーラム（SPIA：Forum on Service Platform for 
Information Appliances）に提案し、SPIA 標準として承認された。 
また、情報家電オントロジーを普及させるためには、情報家電オントロジーを活用したメタデータ

がインターネット上に多数公開されることが必要である。メタデータは RDF[RDFPrimer]など機械

可読な形式であるため、直接人間が作成・編集するのは難しい。そこで、メタデータの付与を支援す

るツールが求められる。自然言語処理技術は、テキスト情報から所望の意味的な情報を抽出するのに

活用されており、メタデータ付与の支援においても有効な技術であり、自然言語処理技術を用いたメ

タデータ付与ツールを開発した。メタデータ付与ツールでは、スペック情報や機器接続情報などの製

品情報が記載された Web 文書にメタデータを付与することができる。付与されたメタデータを管理す

る語彙サーバ、メタデータ DB も同時に開発した。 
さらに、デジタル情報機器の運用・活用に関する様々な情報を確率統計モデルを用いて分類整理す

るメタデータ整序機能を開発した。メタデータ整序機能は、あらかじめ定められた各分類に文書が属

する確率を統計的情報とオントロジーにより推定することにより、メタデータの分類を行う。分類結

果は、検索・整序するために活用される。 
そして、情報家電オントロジーの有効性を検証するため、情報家電オントロジーを活用したサンプ

ルアプリケーションの設計を行った。情報家電は、インターネット接続やデジタル化が進み、様々な

機器と、様々な方法で接続可能になってきている。それに伴って、ユーザ自身が保有している機器と、

どのように接続すればいいかを判断するのが難しくなっている。そこで、このアプリケーションでは、

ユーザ自身が保有している機器を使ってどのような機器接続が可能かを検索し接続方法をユーザに提

示する。その際、情報家電オントロジーの語彙を用いて、機種のスペック情報や取扱説明書や Web
ページにある接続事例情報を記述し、それらの情報を用いて検索や推論を行う。 
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図 2.6-1 情報資源管理技術の概要 

 
2.6-2. 背景と課題 

IT 技術を応用したデジタル情報家電が登場し、高機能化が進んでいる。さらに、様々な情報家電間

の機能連携が可能になり、これまでの家電に比べて使い方が難しくなってきている。実際、パソコン

や情報家電の相談窓口は、使い方の相談が非常に増加している。 

特に、情報家電では、複数のメーカの機器が接続・連携して利用される。したがって、単一のメー

カ内だけでは十分に対応できない状況も想定される。特に、各メーカの提供するコンタクトセンター

では、他社製品に関する情報に答えられないこともあり、ユーザコミュニティサイトで回答を探すこ

とも多くなっている。現在、ユーザコミュニティサイトやメーカの FAQ サイトでは、テキスト情報に

よって情報提供がなされているため、利用者が十分な情報検索能力を持っていないと、課題の解決方

法にたどりつけない状況も発生している。 

近年、文書に、メタデータを付与し、計算機が機械的に処理できるようにするセマンティック Web
技術が注目されており、次世代 Web として期待されている。 

 [萩野 01]では、セマンティック Web の今後の課題として、(1) オントロジーなどの仕様の確定、

(2) メタデータの付与、 (3) ツールの開発、 (4) エージェント・スクリプト、(5) アプリケーション

分野の開拓が挙げられている。 
本技術開発では、ターゲットをデジタル情報機器の運用・活用に絞って技術開発を行う。この場合

の課題と対応方法は、次の通りである。 
(1) オントロジーなどの仕様の確定 

メーカごとに情報家電に関する語彙が異なると、異なるメーカの製品情報を比較するなどのメーカ

横断でのサービス構築が難しくなる。そこで、情報家電に関する共通の語彙体系が必要になり、情報

家電オントロジーを整備するためのガイドラインの策定を行った。 
また、セマンティック Web では、インターネット上に公開されている様々な情報が共通語彙で記述

されることで、知識の連携が図れることが重要であり、既にいくつかのオントロジーが提案され利用

されている。図 2.6-2 に既に提案されている規格と情報家電オントロジーの位置づけを示す。情報家

電オントロジーは既存のオントロジーを利用して構築される必要がある。 
(2) メタデータの付与 

情報家電に関する情報は、電子化された取扱説明書や使い方情報を公開しているメーカサイトや、

ユーザコミュニティサイト、家電の比較サイトなど様々なサイトに存在している。変化の激しい情報
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家電分野では、新機種が開発される度に、新機種のための新しい語彙やメタデータが情報家電オント

ロジーに追加され、バージョンアップが起こりやすい。したがって、これらの語彙を一度規定したと

しても、継続的なメンテナンスが必要である。そのためには、電機メーカやコミュニティサイトの参

加者など多くの人に協力してもらい、新規語彙やメタデータの作成や公開を行ってもらう必要がある。 
メタデータ付与において、すべて人手で行うにも限界がある。一方、全自動で行う場合には精度が

低下してしまう。そこで、ある程度機械的に行い、人手で補正するのが望ましい。整序機能では、確

率統計モデルを用いてメタデータを分類する機能を提供する。 
(3) ツールの開発 

メタデータは RDF などの機械可読な形式であるため、直接人間が作成・編集するのは難しい。特

に、メーカやコミュニティサイトの参加者に、RDF などの形式を意識させないことが望ましい。そこ

で、それらの形式を意識させないでメタデータ付与を支援するツールが求められる。 
(4) エージェント・スクリプト 

ユーザの要求はアプリケーションによって様々であるが、ここでは、情報機器の運用・活用という

ことで、コンタクトセンターに問い合わせるような購入相談や利用相談に関するユーザの問い合わせ

と考える。ユーザの要求を簡単に伝えるには、情報家電の接続状況をはじめとするユーザの状況情報

を適切に記述し伝達することが不可欠と考えられる。サンプルアプリケーションでは、情報家電の接

続関係をユーザの要求として記述可能にしている。また、ユーザの要求を簡単に伝えるための GUI
を用意する。 
(5) アプリケーション分野の開拓 

サンプルアプリケーションでは、ユーザ自身が保有している機種を使ってどのような機器接続が可

能かを検索し接続方法をユーザに提示しているが、アプリケーション分野の開拓は、情報家電オント

ロジーの普及活動を通じて検討するべき課題である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.6-2 情報家電オントロジーの位置づけ 
 
2.6-3. 研究開発の内容 
2.6-3-1. デジタル情報機器に関する語彙体系の策定 

デジタル情報機器の運用・管理に関する情報としてメタデータを記述するための語彙体系を開発し

た。語彙体系は、メタデータで用いる情報構造（スキーマ）、用語及び用語間の関係を規定するもので

あり、本研究開発でターゲットとする情報家電に関する語彙体系を情報家電オントロジーと呼ぶ。情

報家電オントロジー構築のため、情報家電オントロジー記述ガイドライン、情報家電オントロジー公

開ガイドライン、情報家電オントロジーコア語彙を策定した。さらに、コア語彙の下位クラスや下位

プロパティに位置づけられる一般語彙の記述実験を行った。また、情報家電オントロジーを利用した
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ユースケースの検討をおこなった。 
 

(1) 情報家電オントロジーの概要 
情報家電オントロジーと関連する他のオントロジーや周辺技術との関係を図 2.6-3 に示す。情報家

電オントロジーは情報家電に特有の情報を記述するための語彙であり、図 2.6-3 において、「情報家電

共通オントロジー」と「メーカ依存オントロジー」を合わせたものが情報家電オントロジーに相当す

る。情報家電に関する情報の記述には情報家電に特有の語彙だけでなく、関連する他のオントロジー

の語彙も合わせて用いられる。 
情報家電オントロジーの構成を図 2.6-4 に示す。情報家電オントロジーの語彙は、情報家電に特有

の情報のうち、メーカに依存しない情報を記述するための「情報家電共通オントロジー」の語彙と、

メーカに依存する「メーカ依存オントロジー」の語彙から構成される。図 2.6-5 に「情報家電共通オ

ントロジー」と「メーカ依存オントロジー」の関係を示す。A 社と B 社の「メーカ依存オントロジー」

で規定されている語彙が、「情報家電共通オントロジー」を通じて、関係づけられている。 
さらに、情報家電共通オントロジーの語彙は、他の語彙を記述するための基本的な語彙（「コア語彙」）

とコア語彙をもとに定義される派生的な語彙（「一般語彙」）から構成される。コア語彙は情報家電共

通オントロジーの一つの版を通じて追加されることはないが、一般語彙は随時追加記述の対象となる。 

 
図 2.6-3 情報家電オントロジーと周辺技術 

 
 

 
 

図 2.6-4 情報家電オントロジーの構成 
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図 2.6-5 情報家電共通オントロジーとメーカ依存オントロジーの関係 
 

(2) 情報家電オントロジー記述ガイドライン 
情報家電オントロジーの拡張やオントロジーの相互利用を容易にするため、情報家電オントロジー

を記述する人を対象に、記述の方法や制限事項に関するガイドライン（「情報家電オントロジー記述ガ

イドライン」）を定めた。情報家電オントロジー記述ガイドラインは情報家電サービス基盤フォーラム

（SPIA フォーラム）のフォーラム標準仕様 V1.0 の一部である。 
情報家電オントロジー記述ガイドラインは、情報家電オントロジーを記述しようとする人を対象に

書かれており、情報家電オントロジーの記述方法や記述に関する注意点の他に、情報家電オントロジ

ーの概要、情報家電オントロジーを構成するコア語彙、一般語彙、メーカ依存語彙、モジュールの説

明などを含む。また、付録として、コア語彙の定義と基本オントロジーの例を記載している。 
 
(3) 情報家電オントロジー公開ガイドライン 

情報家電オントロジー記述ガイドラインにしたがって記述したオントロジーをインターネット上で

容易に公開できるようにするため、情報家電オントロジーの公開の方法や制限事項に関するガイドラ

イン（「情報家電オントロジー公開ガイドライン」）を定めた。情報家電オントロジー公開ガイドライ

ンは情報家電サービス基盤フォーラム（SPIA フォーラム）のフォーラム標準仕様 V1.0 の一部である。 
情報家電オントロジー公開ガイドラインは、情報家電オントロジーを公開しようとする人を対象に

書かれており、情報家電オントロジーの公開の段階、公開時に必要なファイルと記述すべき内容、Web
上のリソースとして取得できるようにするための要件、バージョン管理、サーバ構成の要件、コンフ

ォーマンステスト（テスト項目、テストレポート）などの説明を含む。 
 
(4) 情報家電オントロジーコア語彙 

情報家電オントロジーのコア語彙は、メーカや機種に依存しない、情報家電に共通な語彙（情報家

電共通オントロジー）のうち、他の語彙を記述するための基本的な役割を果たす語彙である。 
情報家電オントロジーのコア語彙のクラスは機器、機器の機能、状態、動作、ユーザの操作、等の

情報機器に関する基本的な概念を表す語彙である。 
コア語彙のプロパティは情報機器に関する情報をクラス間の関係として記述するためのものであり、

機器と機器のもつ機能の関係（'hasFunction'）、ユーザの操作と操作が引き起こす機能の関係（'causes'）
などがある。 
コア語彙のプロパティのうち、機器の機能、状態、操作、動作、タスクなどと、関連するリソース

との間の意味的な役割関係を記述するための基本的な語彙を関係記述子として定義した。関係記述子

としては、theme, instrument, source, destination, via, agent, manner およびそれらの上位プロパ

ティとして role を定義した。 
 
(5) 一般語彙記述実験 

情報家電オントロジーの記述力を評価するため、メーカ毎に異なる情報機器の製品情報を、一般

的な表現に直して、情報家電オントロジーの一般語彙として記述する実験を行い、製品情報から共
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通の概念を抽出して、クラス階層を作成できること、関係記述子により、詳細な製品情報を記述で

きることを確認した。 
(a)語彙候補の収集 

まず、Web のメーカの製品情報のページを参照して製品の仕様や機器利用時に必要な情報に関す

る表現を収集し、一般語彙の候補（元表現）とした。 
一般語彙の候補（元表現）を収集するにあたっては、製品比較サイトの人気商品のランキングで

上位のメーカ 7 社に利用許諾を受け、各社が Web で公開しているテレビ（液晶/プラズマ）、ハード

ディスクレコーダ、デジタルビデオカメラの製品の仕様表や取扱説明書を参照し、これらに含まれ

る製品情報の表現を、メーカに依存しない一般的な表現に修正した上で約 5,000 表現を抽出した。

収集した一般語彙の候補の対象製品と抽出元ドキュメントの分布（機種数とメーカ数）を表 2.6-1 に

示す。なお、抽出元ドキュメントのうち、取扱説明書からは機器の機能の表現を抽出した。 
 

表 2.6-1 一般語彙候補の抽出元ドキュメントの分布（機種数とメーカ数） 
抽出元 

ドキュメント 
テレビ 

（液晶/プラズマ） 
ハードディスク 

レコーダ 
デジタルビデオ 

カメラ 
仕様表 33 機種（6 社） 20 機種（6 社） 20 機種（5 社） 

取扱説明書 2 機種（2 社） 2 機種（2 社） 2 機種（2 社） 
 
(b)記述実験の方法 

収集した一般語彙の候補(元表現)をもとに、各表現を語彙として適切な表現(用語)に修正して、用語

を構成する概念間の関係を記述し、オントロジーを作成した。作業は以下の 5 種に大別される。 
1)用語抽出 
 元表現を規定の記法に従って、用語に修正する。 
2)用語説明の記述 
 上記の各用語についての説明を記述する。 
3)概念分類 

用語の表す概念の分類（「機能」「タスク」「状態」「操作」「動作」「構成要素」「その他」）を選

択する。 
4)概念間の関係記述 

用語の表す概念のクラスを規定するために、用語に関する概念間の関係（格関係、部分・全体

関係、上位語）を記述する。 
5)オントロジーの作成 

①作業対象全体のオントロジーファイルへの変換 
作業ファイルに記述された内容をオントロジーの対応するクラス・プロパティと対応付けて、

OWL 形式のオントロジーに変換する。 
②ハードディスクレコーダの録画機能の関係記述のクラス階層化 

4)までの作業結果のうち、ハードディスクレコーダに関する語彙で、上位語として‘録画機能’

が指定されているデータを対象に、人手で関係記述の値のクラス階層化を行い、関係記述の値も

含めて、OWL 形式のオントロジーに変換する。対象とする関係記述子は‘theme,’‘instrument,’
‘source,’‘destination,’とする。 

  
(c)記述実験の結果 

上で述べたように、2 種類の一般語彙のオントロジーファイルを生成した。 
1) 作業対象全体から生成したオントロジーファイル((b)5)①) 

表 2.6-2 に作業対象全体から生成した一般語彙の概要として、機器分類毎かつ概念分類毎の

クラス数を示す。なお、「その他」に分類されたものには機器、記録メディア、接続用品、規格、

性能指標、評価値、単位、処理方式などがあった。 
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表 2.6-2 一般語彙データのクラスの機器分類毎かつ概念分類毎の分布 
機器分類   

テレビ ハードディスク 
レコーダ 

デジタル 
ビデオカメラ 

合計 

機能 470 1,485 407 2,362
状態 8 7 12 27
操作 0 0 6 6
動作 0 0 0 0
タスク 448 1,469 398 2,315
その他 736 908 936 2,580

 
概

念

分

類 

未分類 323 855 234 1,412
 合計 1,985 4,724 1,993 8,702

 
2) ハードディスクレコーダの録画機能を対象に生成したオントロジーファイル((b)5)②) 

表 2.6-3 に作成した関係記述の値から作成したクラス階層の概要を示す 
 

表 2.6-3 関係記述の値から作成したクラス階層の概要 
関係記述子 階層数 クラス数 

theme 6 53 

instrument 2 4 

source 3 5 

destination 5 26 

 
図 2.6-6 に作成したクラス階層の一部の例を示す。 
 

放送

アナログ
放送

デジタル
放送

ハイビジョン
放送

有線
放送

地上
放送

衛星
放送

ワイド
放送

文字多重
放送

音声多重
放送

有料
放送

地上
アナログ

放送

BS
デジタル

放送

CS
デジタル

放送

アナログ
ハイビジョン

放送

デジタル
ハイビジョン

放送

有線
テレビ
放送

有線
役務利用

放送

CATV
放送

地上
アナログ

放送

地上
デジタル

放送

ＢＳ
放送

CS
放送

字幕
放送

二重音声
放送

 
図 2.6-6 クラス階層の例 

 
(d)まとめ 

以上のように、各社不統一な語彙で記述された Web の製品情報を参考にして、一般語彙の候補を作

成し、コア語彙のクラス、プロパティ、関係記述子を用いてオントロジーの語彙としての記述を行う

ことができた。 
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さらにハードディスクレコーダの録画機能を例とした実験により、関係記述の値をクラス階層化す

ることにより、情報機器の機能を、関係記述をもとに、コンテンツや記録メディアの違いなど多様な

観点でグループ化して類似性や違いを表現できることを確認した。 
しかし、例えば機能間の実行順序や実行条件などは情報家電オントロジーの仕様外であり、機能の

バリエーションの詳細な違いを厳密にオントロジーとして表現できるわけではない。 
情報家電オントロジーでは、外部制約の記述を認めているので、これらは必要ならば外部制約とし

て記述すべきである。 
 

(6) ユースケースの検討と対応状況 
本開発では、コア語彙の設計、記述ガイドライン、公開ガイドラインの策定に先立ち、情報家電オ

ントロジーに関する要件を抽出するために、情報家電オントロジーの主要なユースケースに関する検

討を行った。以下で、考察した主要ユースケースと、抽出した要件、開発成果におけるそれらへの対

応状況を報告する。 
 

(a) 主要ユースケース 
以下のユースケースを情報家電オントロジーの主要なユースケースとして検討を行った。 

① 使い方情報案内サービス 
FAQ 検索、QA システム、対話的 Web ページ/マニュアルナビゲーション、コールセンターの

オペレータ支援、メーカサイトでの事例検索 
② 商品推薦・比較サービス 

個別ユーザへの機器推薦、広告、複数機器の機能比較 
③ 情報家電の評判検索 

ブログでの事例記述・検索、レビュー記事検索 
④ 故障診断 
⑤ 情報家電の自動連携・ネットサービス連携 

設置/使用環境に合わせた自動設定、コントローラによる制御、複数の情報家電間の協調動作

によるサービス提供 
⑥ ドキュメント制作 

Web ページ/マニュアル用素材管理、用語統一、翻訳支援 
 

(b) 抽出した要件と対応状況 
上記主要ユースケースに関する検討から、情報家電オントロジーに対する要件を抽出し、コア語彙

の設計、記述ガイドライン、公開ガイドランの策定において参考にした。 
以下に、上記主要ユースケースに関する検討から抽出した要件と、情報家電オントロジーにおける

対応状況を述べる。 
表 2.6-4 は、情報家電という対象にかかわらず、一般的にオントロジーが実用的であるために求め

られると考えられる要件と、情報家電オントロジーにおける対応状況を表した表である。 
これらについては、① W3C のオントロジー記述言語である OWL(OWL-DL)を採用すること、② 記

述ガイドラインにおいて、関係する周辺オントロジーとの関係や内部構成を明確化すること、③ オン

トロジーを Web 上で公開するための公開ガイドラインを定めること、により対応している。 
 

表 2.6-4 一般的要件と対応状況 
要件 対応状況 

Web で共有、活用できる 公開ガイドラインにおいて Web 上で公開するためのガイ

ドラインを規定することにより対応 
拡張が容易である 記述ガイドラインにおいて、関係する周辺オントロジーと

の関係や内部構成を明確化することにより対応 
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バージョン管理ができる 公開ガイドラインにおいて、バージョン情報の記述方法を

規定することにより対応 
既存のオントロジーと組み合わせて

利用できる 
記述ガイドラインにおいて、関係する周辺オントロジーと

の関係や内部構成を明確化することにより対応 
記述の矛盾を発見できる 記述ガイドラインにおいて、OWL DL の範囲での記述を

推奨することにより対応 
用途に合わせて記述の詳細度を変え

られる 
記述ガイドラインにおいて RDF の開世界意味論を採用す

ることにより対応 
多数の応用アプリケーションで利用

可能 
W3C 標準に準拠することにより対応 

日本語での識別子記述が行える 識別子として IRI を採用することにより対応 
 

上表に挙げた要件は、情報家電という対象にかかわらず、一般的にオントロジーが実用的であるた

めに求められると考えられる要件であったが、情報家電オントロジーが上記ユースケースにおいて使

えるためには、情報家電を記述対象とすることによる、いくつかの独自の要件を満たす必要がある。

表 2.6-5 に、特に情報家電を記述対象とする情報家電オントロジーとして、表現できることが求めら

れる事項について、その根拠となるユースケースおよび情報家電オントロジーでの対応状況を示す。 
 

表 2.6-5 情報家電オントロジーとして表現できることが求められる事項と対応状況 
根拠となる 

主要ユースケース 

表現できることが求められる事項 

① 

使
い
方
案
内 

② 

商
品
推
薦
、
比
較 

③ 

評
判
検
索 

④ 

故
障
診
断 

⑤ 

機
器
連
携
・ 

ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
連
携 

⑥ 

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
制
作 

情報家電 

オントロジーでの 

対応状況 

機器分類、機種、型番などの基本情報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 機器モジュールで

対応 

機器の構成、部品 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 構成要素モジュー

ルで対応 

機能、機器が特定の機能を持つこと、機

能の実行による影響、機能とメディアとの

関係、機能とコンテンツとの関係 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 機能モジュール、関

係記述子モジュー

ルで対応。 

機器の状態、状態として可能な値、状態

の遷移、機器間の接続状態 

○   ○ ○ ○ 状態モジュール、関

係記述子モジュー

ルで対応 

ユーザによる操作、操作の影響 ○  ○ ○  ○ 操作モジュール、関

係記述子モジュー

ルで対応 

機器の動作 ○   ○ ○ ○ 動作モジュール、関

係記述子モジュー

ルで対応 

ユーザが達成しようとする目的（タス

ク）、それらがどの機能により実現されるか

○ ○ ○ ○ ○ ○ タスクモジュール、

関係記述子モジュ

ールで対応 
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ここで、個々の機能名などは、情報家電オントロジーの一般語彙として定義されるべきものであり、

それらが情報家電オントロジーの特定のモジュールのコア語彙を使って定義可能であることを、上表

において「○○モジュールで対応」と記述している。 

また、空間的位置関係や単位つき量の表現などは、より広い分野で共通に用いられるものであるの

で、外部の一般的なオントロジー（基本オントロジー）を使って表現するようにしている。 

また、マニュアルページやそのトピックなど、主に情報家電以外の特定の分野に属す事物に関して

は、それらについて記述するための外部のオントロジー（周辺オントロジー。この場合、ドキュメン

トを記述するためのドキュメントオントロジー）を使って表現するようにしている。 

関係が成り立つための複雑な条件など OWL DL の範囲で記述できない制約に関しては、別途外部

の制約記述言語を使って記述した制約を、情報家電オントロジーの外部制約参照モジュールを用いて

参照することにより表現できるようにしている。 

以上のように、本開発では、情報家電オントロジーの主要ユースケースに対して行った検討から、

情報家電オントロジーに対する要件を抽出し、コア語彙の設計、記述ガイドライン、公開ガイドライ

ンの策定を行った。これにより、主要ユースケースにおいて表現することが必要とされる事項につい

て、語彙の記述を行い、各種の基本オントロジー、周辺オントロジー、外部制約記述と組み合わせて

使うための枠組みを整えることができた。 

 
2.6-3-2. 語彙サーバおよびメタデータ DB 機能の開発 
(1) メタデータ付与ツール 

自然言語処理技術を用いて、情報資源に対するメタデータ付与を容易にするメタデータ付与ツール

を開発した。本ツールでは、インターネット上の Web サーバから HTML 文書を取得し、そのページ

に含まれる語句に、意味的な情報（メタデータ）を人手で付与し、語彙サーバを経由してメタデータ

DB に登録することが可能である。その際、製品のスペック情報になりえる製品名、金額などの情報

を抽出する固有名抽出機能を呼び出すことで、それらの情報を抽出して表示しメタデータの入力を支

援する。固有名抽出機能は、Web サービスとして公開されている既存の外部モジュールを利用し、本

技術開発の開発対象外とする。 
図 2.6-7 にメタデータ付与ツールの構成図を示す。メタデータ付与ツールは、クライアント部分は

Web ブラウザ（Internet Explorer）であり、JavaScript にしたがって動作する。一方、サーバ部分

は、Java サーブレット（Apache Tomcat）で実行されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
図 2.6-7 メタデータ付与ツールの構成要素 

 
① メタデータ付与ツール（SV）は、まず、メタデータを付与したい文書の URL をユーザから受

取り、URL の示す文書を Web サーバから取得する。そして、取得した文書中の HTML タグとテキ

スト部分を分離し、テキスト部分について、固有名の切り出しを行う。固有名抽出機能は、本技術開

発の開発対象外の外部モジュールであり、既存の形態素解析エンジンや固有名抽出エンジンなどの

Web サービスを利用する。ユーザが固有名の範囲や種類を区別できるように、下線の付与や色分けを

語彙サーバ部

外部モジュール

固有名抽出機能

語彙情報管理・
メタデータ管理 メタデータ付与ツール（CL)メタデータ付与ツール（CL)

メタデータDB

①文書受信

②テキスト
情報送信

③固有名受信

④語彙情報
受信

⑤メタデータ送信

Ajax

メタデータ付与ツール（SV)

Webサーバ（各種サイト）
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行った HTML 文書を作成する（図 2.6-8 の文書表示・単語指定領域）。 
② ユーザは、属性情報を設定したい製品情報をメタデータとして入力する。すべての入力が終わる

と、語彙サーバに登録内容を送信する。 
③ 語彙サーバは、登録内容を受信し、メタデータ DB に登録する。 
語彙サーバ部は、テレビやプリンタなどの製品カテゴリごとに、どのような属性があるかを、スキ

ーマ情報として格納している。スキーマ情報は、RDF 形式で格納され、情報家電オントロジーコア語

彙 kdc:Device クラスを上位クラスとするプリンタ、テレビ、ネットワークカメラなどの属性情報を格

納する。例えば、kdc:Device クラスは、「消費電力」「価格」「発売日」「製造元」などの属性をもつこ

とが可能である。 
一方、メタデータ DB は、語彙サーバのスキーマ情報に対応したインスタンスを格納する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.6-8 メタデータ付与ツール（CL）の画面構成 
 
(2) 評価 

まず、メタデータ付与ツールが、現実的な処理速度で、ユーザとインタラクションできるかどうか

を評価する。メタデータ付与ツールの処理時間を表 2.6-6 に示す。メタデータ付与対象の文書は、プ

リンタの製品情報を記載した HTML ファイル（ファイルサイズ：21,598 バイト）とした。メタデー

タ付与対象の URL を受け取って、固有名を切り出して HTML 文書を作成し画面表示を行うまでに、

2.391 秒かかった。抽出された単語は、429 単語であった。また、切り出された固有名の単語領域が

誤っている場合の修正操作は、0.030 秒であった。付与されたデータをメタデータ DB に登録する時

間は、0.250 秒であり、十分に現実的な速度でユーザとインタラクションが可能であると判断できる。 
また、メタデータは RDF の機械可読な形式であるため、直接人間が作成・編集するのは難しい。

特に、電機メーカやコミュニティサイトの参加者は、オントロジーやメタデータに関する知識を十分

もっているわけではないので、RDF 形式を意識させないことが望ましい。本ツールを利用することで、

その点が解決される。本ツールでは、語彙サーバに格納されている RDF 形式の情報がユーザから隠

されている。かわりに、属性のリストが表示され、それらの属性値を入力するだけでよい。これによ

り、RDF 形式を意識させないでメタデータの作成できる。 
さらに、本ツールでは、HTML 文書を根拠文書として、根拠文書から組織名や製品名、金額などの

数値情報を抽出し、属性値の候補として表示している。これによって、根拠文書に記載されていない

誤った情報が入力されないようにユーザをサポートすることができる。 
別の観点では、図 2.6-7 に示すように、語句解析モジュールが外部モジュール化されている。した

がって、より精度の高い語句解析モジュールが Web サービスとしてインターネット上に公開されてい

れば、それらのサービスを組み合わせて柔軟に利用することができる。さらに、語彙サーバのスキー

マ情報を変更すれば、情報家電に限らず、様々な分野の情報にメタデータを付与することができ、シ

ステムの適用範囲が広い。 
 
 

URL指定領域

文書表示・単語指定領域

メタデータ設定領域

名前空間指定領域

機器指定領域
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表 2.6-6 処理時間 

処理 処理時間（秒)※ 
①メタデータ付与画面表示（URL を受取り画面表示されるまで） 2.391 
②属性値の入力  
 固有名領域の修正操作（ユーザが領域確定後、画面に反映されるまで） 0.030 
④登録処理  
 メタデータ DB 登録（登録内容確認後、メタデータ DB に登録されるまで） 0.250 
※ただし、スペックは次の通りである。 

メタデータ付与ツール（サーバ）： Xeon 2.80GHz メモリ 2.00GByte (Windows XP Prof.) 
 メタデータ付与ツール（クライアント）、語彙サーバも同一マシン 
 語句解析モジュール：  Xeon 2.80GHz （2CPU） メモリ 2.00GByte (Linux) 
 
2.6-3-3. デジタル情報機器に関するメタデータ整序機能の開発 
(1) 整序機能の概要 

メタデータ DB を検索した結果をオントロジーおよび確率統計モデルを用いて自動分類するメタデ

ータ整序機能を開発した。開発した機能では、検索結果に関連付けられている文書が、あらかじめ定

められた各分類に属す確率を統計的情報とオントロジーにより推定することにより、メタデータの分

類を行う。 
図 2.6-9 にメタデータ整序機能と他の機能との関係を示す。 
メタデータ整序機能は、検索機能からメタデータ DB の検索結果を受け取り、メタデータ管理機能

を通じて、検索結果の根拠となる文書候補を受け取る。そしてあらかじめ計算されている分類条件を

参照し、検索結果根拠文書の分類を行い、結果を検索機能に返す。検索機能は分類結果をもとに検索

結果を絞り込む。 
 

 
図 2.6-9 メタデータ整序機能と他の機能との関係 

 
今回の開発においては、分類条件（＝分類確率の計算において利用する統計的情報）は、教師つき

学習により取得することを前提とし、そのための学習プログラムを作成した。 
 (2) 分類への所属確率の計算方法 

メタデータ整序機能では、検索結果に関連付けられている文書があらかじめ定められた各分類に属

す確率を統計的情報とオントロジーにより推定することにより、メタデータの分類を行う。 
以下に、分類対象の文書が各分類に属す確率の計算方法について説明する。 
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(a)「(親)キーワード」、および「出現」の定義 
文書の分類への所属確率の計算方法について説明する前に、「キーワード」、「親キーワード」、文書

に(親)キーワードが「出現する」ということの定義を行う。 
まず、「キーワード」とは、なんらかの概念に対応している文字列であり、「親キーワード」とは、

キーワードが対応する概念に対してオントロジーで上位概念となっている概念に対応している文字列

である。キーワード wjがキーワード wiの親キーワードになっているとき、wiは wjの子キーワードで

あるという。 
次にキーワード w が文書に「出現する」とは、w が文字通り文書に出現するか、w の子キーワード

が文書に出現する場合をいう。 
分類時に使用されるキーワードは、あらかじめ用意してある辞書に登録されているキーワードおよ

び学習時に字種情報を使って学習用データから切り出されたキーワードであるが、後述するように、

それらをすべて用いると、学習用データに含まれる「ゆれ」による悪影響を受けてしまうという問題

がある。したがって、ここでは、キーワードのうちの一部を有効キーワードとして、有効キーワード

以外のキーワードは分類時に利用しないようにしている。有効キーワードは分類により異なる。 
 
(b) p(+c|d)の計算アルゴリズム 

文書 d が分類 c に属す確率 p(+c|d)の対数尤度比 r を以下の式 
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により p(+c|d)を求める。 
ただし、p(+c)は、一般に未知の文書が分類 c に属す確率、p(+w|+c,+g)は、分類 c に属す文書にお

いてキーワードwのすべての親キーワードが出現するときにキーワードwが出現する確率、p(￢w|+c, 
+g) は、分類 c に属す文書において w のすべての親キーワードが出現するときにキーワード w が出現

しない確率である。 
これら p(+c), p(+w|+c,+g), p(+w|￢c, +g)などは、統計的情報として教師つき学習により学習する。 

 
(c) 有効キーワードの選定 

一般に、学習のためのデータが少ない場合、データに偶然現れる「ゆれ」の影響が学習結果に大き

く反映されるために、実際の分類において性能が下がるということが知られており、「過学習」または

｢過適応｣と呼ばれている。 
ここでは、過学習を避けるために、BIC（ベイズ情報量規準）と呼ばれる量を用いて、各分類に対

する所属確率の計算に用いるキーワードを限定した。BIC は、モデルによる学習データの説明力とモ

デルの複雑さとから計算される量で、未知のデータに対する予測誤差の少ないモデルを選択するため

の規準として統計学で用いられることの多い量である。二つのモデルがある場合、BIC の小さいモデ

ルの方がよりよいモデルであるとされている。 
具体的には、各分類に対する学習を行う際に、各キーワードに対して、そのキーワードの出現確率

が分類に依存するとするモデルと、依存しないというモデルの BIC を比較し、依存するモデルの BIC
の方が小さい場合に、当該キーワードを当該分類における有効キーワードとした。 

 
(3) 実装 

実装は、Perl 5.10 の上で行った。標準の Perl のほかに、LibXML モジュールを使用している。 
 
(4) 評価 
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整序機能の評価として、FAQ に対するメタデータ検索結果の整序を想定し、Web 上の FAQ ページ

から抽出した 88 の質問文と答えの文の組を文書として、8 つの分類に分類する実験を行った。 
 

(a) 評価用データ 
各文書に対しては、8 つの分類のどれに属すかがあらかじめ人手で正解として付与されており、整

序機能による分類結果が前述の正解と一致していれば、分類結果は正しいと評価した。分類は、排他

的ではなく、一つの文書が複数の分類に所属することを許しており、評価は、各分類ごとに、どれだ

けの文書を正しく分類したかを(c)で説明する指標を使って評価した。 
 

(b) 学習用データ 
システムの学習には、同じ FAQから抽出した別の 87 の質問文と答えの文の組を文書として用いた。

それらについても、予め人手で 8 つの分類のどれに属すかが付与されており、その情報を使ってシス

テムのパラメータを調整した。 
 
(c) 評価指標 

以下に示す結果の表において、TruePositive とは、システムにより当該分類に属すと正しく判定さ

れた文書数、FalsePositive とは、システムにより当該分類に属すと誤って判定された文書数、

FalseNegative とは、システムにより当該分類に属さないと誤って判定された文書数、TrueNegative
とは、システムによって当該分類に属さないと正しく分類された文書数である。 
再現率とは、本来当該分類に属す文書のうち、どれだけの割合の文書がシステムによって当該分類

に属すと判定されたかを示す数値であり、 

 
NegativeFalsePositiveTrue

PositveTrue
+

=再現率  

により計算される。 
また、適合率とは、システムにより当該分類に属すと判定された文書のうち、どれだけが本当に当

該分類に属すかを示す数値であり、 

 
PositiveFalsePositiveTrue

PositiveTrue
+

適合率＝  

により計算される。 
一般に、再現率と適合率は他方が上がれば他方が下がるという関係にあるため、分類性能を評価す

る場合、以下の式により求められる F 値という指標を用いることが多い。そのため、本実験結果に関

しても、F 値を掲げる。 

 
適合率再現率

適合率再現率２
値＝

+
××F  

一般に、F 値が高いほど、分類性能はよいと言われている。 
 
(d) 実験結果 

以下に実験結果と、比較のためにオントロジーを用いずに（＝親キーワードを使わずに）行った場

合の実験結果を示す。 
 

表 2.6-7 オントロジーを用いた場合の実験結果 
分類 学習データ

中該当数 
有効キーワ

ード数 
True 
Positive

False 
Positive

False 
Negative

True 
Negative 

再 現

率 
適 合

率 
F 値

記 録 メ

ディア 
38 20 23 5 8 52 0.74 0.82 0.78
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録画 31 15 20 5 15 48 0.57 0.80 0.67
再生 28 5 24 5 3 56 0.89 0.83 0.86
設定 21 21 18 7 10 56 0.72 0.72 0.72
放 送 受

信 
18 21 10 7 3 68 0.77 0.59 0.67

編集 17 23 9 1 5 73 0.64 0.9 0.75
操作 13 7 14 3 4 67 0.78 0.82 0.80
接続 7 16 11 1 5 71 0.69 0.92 0.79
 

表 2.6-8 オントロジーを用いない場合の実験結果 
分類 学習データ

中該当数 
有効キーワ

ード数 
True 
Positive

False 
Positive

False 
Negative

True 
Negative 

再 現

率 
適 合

率 
F 値

記 録 メ

ディア 
38 24 24 5 7 52 0.77 0.83 0.8 

録画 31 16 17 4 18 49 0.49 0.81 0.61
再生 28 11 21 9 6 52 0.78 0.7 0.74
設定 21 38 16 5 9 58 0.64 0.76 0.70
放 送 受

信 
18 46 7 1 6 74 0.54 0.88 0.67

編集 17 25 10 5 4 69 0.71 0.67 0.69
操作 13 12 13 13 5 57 0.72 0.50 0.59
接続 7 23 7 0 9 72 0.44 1.00 0.61
 

実験結果の分析から、オントロジーを使うことにより、特に再現率における改善が大きく、分類の

総合的な指標である F 値の改善も得られることが確認された。 
 
(5) 考察と今後の課題 

今回の開発において、文書分類にオントロジーを用いることにより分類性能が改善され、メタデー

タの整序を行えることが確認されたが、今後の課題として、以下の点が挙げられる。 
① キーワードの出現頻度の利用 

現状では、キーワードの出現情報としては、「出現している/いない」の二値を使っているが、実

際には、文書の主題となる概念に関係するキーワードの出現頻度は、そうでないキーワードに比

べて高い。キーワードの出現頻度を考慮することにより、分類性能の向上が得られると思われる。 
② オントロジーにおける上位下位関係以外の関係の分類における利用 

現状では、分類における親キーワードの指定の際にオントロジーにおける上位下位関係のみを利

用しているが、それ以外の関係、たとえば関係記述子 kdc:theme によって結び付けられている

関係を利用することにより、分類性能の向上が得られると思われる。 
③ 分類結果からのオントロジーへのフィードバック 

分類性能は、オントロジーの影響を受ける。与えられた教師データの下で、未知の分類対象に対

する分類性能が 大になるようなオントロジーを自動的に構築できれば、分類性能が向上するこ

とに加え、オントロジー構築のコスト削減にもつながる。 
④ 教師なし分類への適用 

現状では、分類の種類は教師データによってあらかじめ定められているものに限られているが、

クラスタリング技術を利用して、検索結果に応じた分類を行うことが可能になる。 
 
2.6-3-4. 運用情報サービスポータルサンプルアプリケーションの開発 
(1) システム概要 
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情報家電オントロジーを利用することで、様々な情報資源にメタデータを付与することができる。

例えば、取扱説明書や FAQ の内容に即したメタデータを図 2.6-10 に示す。データ 1 の内容は、HDMI
による接続方法を説明する取扱説明書の例である。このメタデータとして、テレビと DVD レコーダ

の接続状況を関連づけることができる。一方、データ 2 の内容は、FAQ の問合せ例である。このメタ

データに対しても同様に、不具合が起こっているテレビとパソコンの接続状況を関連づけることがで

きる。取扱説明書や FAQ にメタデータを関連づけて検索に利用することで、ユーザの状況に合った、

適切な情報を提供することができる。 
そこで、情報家電オントロジーの有効性を検証するため、情報家電オントロジーを活用したサンプ

ルアプリケーション、特に、機器の接続関係の検索に特化した機器接続事例検索アプリケーションを

開発した。これにより、情報家電オントロジーを基盤としたメタデータを用いて、情報家電の接続方

法の説明や事例、あるいは、ユーザの保有している機器と良好に接続できる機種名の推薦などの機能

を持ったサービスサイトが構築できることを確認する。 
 
 
 

 
 
 

 
図 2.6-10 文書とメタデータの関係 

 
本アプリケーションでは、ユーザが保有している現在の情報家電の接続状況と、新たに購入したい

機器（購入希望機器）を入力し、保有している機器と接続可能な機種名と接続方法を検索する。 
接続方法の検索として、次の２つの方法を用意し、（方法 1）で 1 件も見つからなかった場合に、（方

法 2）を実施する。 
（方法 1）メタデータとして格納されている接続事例をもとに、ユーザの条件にあった接続事例を

検索する。 
（方法 2）各機器の保有端子情報と端子間の接続可能性情報に基づいて、機器間を接続できる経路

を推論する。 
例えば、テレビ「TV-001」の取扱説明書では、テレビ「TV-001」を中心として、なんらかの DVD

レコーダを HDMI ケーブルで接続する方法、D ケーブルで接続する方法等が記載されている。HDMI
接続の接続事例をメタデータで表すと図 2.6-11 のように表現される。図 2.6-11 では、機器接続事例

の構成要素としてテレビ「TV-001」、DVD レコーダ、HDMI ケーブルが存在し、それらが接続され

ている。 
方法１では、これらの機器接続事例表現のうち、ユーザの検索条件に適合するものを出力する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Q) パソコンの画面をテレビで見るため

にコンバータをつないでいますが、うまく
見られません。どうしたらいいでしょうか。

(A) パソコン側の設定がいると思います。

メタデータ（接続事例）
データ2（FAQ文書）【テレビとDVDレコーダの接続】

テレビとDVDレコーダをHDMI端子で

接続するには、このように接続します。

メタデータ（接続事例）

データ1（取扱説明書）

app:node1 a connect:Configuration;
connect:hasNode app:node2, 
app:node3, app:edge4.

app.node2 a maker-a:TV-001.
app.node3 a kd:DVDレコーダ.
app:edge4 a kd:HDMIケーブル.

app:node11 a connect:Configuration;  
connect:hasNode app:node12,    
app:node13, app:node14, app:edge15, edge16.

app.node12 a maker:TV-001.
app.node13 a kd:コンバータ-001.
app.node14 a maker:PC-001.
app:edge15 a kd:DSub15pinケーブル.
app:edge16 a kd:Sケーブル.

DVDレコーダ テレビ
HDMI端子
付きDVD
レコーダ

図

http:www.maker-a.co.jp/products/tv-001.pdf
http:www.example.co.jp/faq/1.html

A社製TV
(TV-001)
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図 2.6-11 機器接続事例表現 

 
一方、方法 2 では、機器接続事例表現を用いず、各機器が保有する端子情報と、図 2.6-12 に示す接

続関係ルールによって、可能な接続方法を推論する。推論は SPARQL[SPARQL]を用いて行う。 
 
 
 
 
 

図 2.6-12 接続関係ルール 
 
(2) システム構成 

システム構成を図 2.6-13 に示す。機器接続事例検索アプリケーションと語彙サーバは、Java サー

ブレット（Apache Tomcat）で構築される。クライアントは、Web ブラウザ（Internet Explorer）で

ある。各構成要素は次の通りである。 
(a) メタデータ DB には、図 2.6-11 に示す機器接続事例に関する情報を格納している。(b) 語彙情報管

理機能、(c) メタデータ管理機能は、2.6-3-2 節と同様である。メタデータとして、機器接続事例情報に

加えて、各機器の保有端子情報も格納している。(d) データ入出力機能は、クライアントから送信され

る検索条件を受け取り、(e)事例検索機能や(g)接続推論機能に検索条件を送り、検索結果を受け取る。(e) 
事例検索機能は、（方法１）を実行する。検索された機器接続事例の根拠となる文書候補を整序機能部に

渡し、文書の各分類に対する所属確率を受け取る。分類「接続」に対する所属確率が高い接続事例のみ

に検索結果を絞り込む。(f) 整序機能部は、(e)事例検索機能から検索結果の根拠となる文書候補を受け

取る。あらかじめ計算されている分類条件を参照し、検索結果根拠文書の各分類に対する所属確率を検

索機能部に返す。例えば、図 2.6-10 のデータ 1 は、分類「接続」に関連すると判断される。一方、デー

タ 2 は、分類「接続」に関連のない文書と判断される。これにより、(e)事例検索機能で、データ 2 は検

索結果として不適合となる。(g) 接続推論機能部は、(e)(f)の処理で 1 件も機器接続事例が検索されなか

った場合に、（方法２）を実行する。 
 
 
 
 
 
 
 

ルール 1: HDMI_メス端子クラス（下位クラスも含む）のインスタンスは、HDMI_オス端子クラスのインス

タンスと互いに物理接続可能である。 
… 

maker-a:TV-001

app:node200

HDMI_入力端子

app:node201

S_入力端子

app:node202

connect:hasConnectorPart

app:node2

kd:DVDレコーダ

app:node300

HDMI_出力端子

app:node301

S_出力端子

app:node3

LAN_メス端子

app:state1

kd:物理接続状態

connect:hasNode

app:edge4

HDMIケーブル

app:node400

HDMI_オス端子

app:node401

HDMI_オス端子

app:state2

kd:物理接続状態

kd:theme kd:theme kd:theme

kd:テレビ

rdfs:subClassOf

機器
ケーブル 機器

app:node1

connect:Configuration
connect:hasNode

connect:hasNode

“http://www.maker-a.co.jp/product/tv-001.pdf”
rdfs:seeAlso

根拠文書

connect:hasConnectorPart

connect:hasConnectorPart
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図 2.6-13 機器接続事例検索アプリケーション システム構成 

 
(3) 評価 

本アプリケーションによって、情報家電オントロジーを基盤としたメタデータを用いて、情報家電

の接続方法の説明や事例、あるいは、ユーザの保有している機器と良好に接続できる機種名の推薦な

どの機能を持ったサービスサイトが構築できることを確認した。表 2.6-9 に示す観点で評価をおこな

った。 
表 2.6-9 評価項目 

項番 観点 評価 評価理由 
1 情報家電オントロジーで、機器接

続事例が記述可能であること 
○ 様々なメーカの機器について機器接続事例を記述し

た。登録機種については、保有端子情報を格納した。

機器接続事例については、テレビ、DVD レコーダの

取扱説明書、ネットワークカメラに関する Web ペー

ジを根拠文書として、文書中の接続事例を記述した

為。 
2 情報家電オントロジーを利用し

た検索が可能であること 
○ メ タ デ ー タ で 記 述 さ れ た 機 器 接 続 事 例 を

PostgreSQL データベースに一旦格納して実現して

いる為。 
3 情報家電オントロジーを利用し

た推論が可能であること 
○ SPARQL により、機器接続関係の推論が可能である

ことを検証した為。 
4 サンプルアプリケーションで用

いているオントロジーが OWL 
DL の範囲内であること 

○ 機器接続事例をインスタンスレベルで記述している

為。 

5 機器接続事例の作成が容易であ

ること 
○ 検索条件入力画面と同一のインタフェースで、機器

接続事例作成ツールを用意した為。 
6 検索されたメタデータに対して、

根拠文書が表示されること 
○ メタデータと根拠文書が rdfs:seeAlso で対応付けら

れるように機器接続事例を記述している為。 
7 機器接続事例検索以外のアプリ

ケーションでも応用可能である

こと 

○ 整序機能によって、分類情報を付与することができ

ており、分類「接続」との関連が低い文書を排除す

ることで、機器接続に関する事例検索が可能になっ

ている。 
 一方、分類が「接続」以外の文書に拡げることで、

様々な FAQ 検索に利用可能である。 
 
2.6-4. 開発成果の検証 
(1) ニーズ 

語彙サーバ 機器接続事例検索アプリケーション

(e) 事例検索機能 (g) 接続推論機能

(b) 語彙情報管理機能

(c) メタデータ管理機能

表示部

クライアント（ブラウザ)

(a) メタデータDB Ajax

(d) データ入出力機能

(f) 整序機能
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購入後の使い方相談に関して、情報家電サービス基盤フォーラムの第 5 回技術会議にてアンケート

を行った。アンケートにおいて、家電の操作に困ったことがあるユーザは「よくある」「ときどき」を

含めて全体で 77%であった。現状でも高い数値であり、今度、情報家電がさらに複雑化していくとき

に、適切にサポートする必要があるといえる。また、家電の操作についてよく知っている言葉での説

明や、状況に応じたヘルプデスクの支援を期待する人が 80%おり、適切なサポートを必要だといえる。

情報家電オントロジーを整備し、検索精度を上げられるようにするのは解決方法の一つだと思われる。 
また、学会発表においても、様々なメーカ間でつながる情報家電に対して、Web ページの用語がメ

ーカ間で統一されていたり、情報家電に関する情報がメタデータ化されることで、メーカ横断の検索

や比較ができると便利であることは理解してもらえた。また、情報家電オントロジーのユースケース

として挙げられた、Web ページ/マニュアルナビゲーション、メーカ横断のスペックの比較、事例検

索なども有効なサービスであるという意見を多くいただいた。 
 
(2) デジタル情報機器に関する語彙体系の策定 

策定した各ガイドライン、コア語彙について、2008 年 2 月 22 日に INTAP 次世代 Web 委員会に

おいて、活動概要を説明したあと、委員会のメンバーにアンケートを実施した。アンケート内容を参

考資料に示す。アンケートは後日メールで回答いただき、3 名の回答が得られた。 
「I. 情報家電オントロジーのユースケース」については、【設問１】(B)で、「(1) 使い方情報案内サ

ービス」「(2) 商品推薦・比較サービス」「(6) ドキュメント制作」が、ニーズもありコスト面で実用化

が比較的容易だという回答が得られた。本プロジェクトのターゲットにも使い方相談が含まれており、

本研究開発のターゲットが適切だったと判断できる。また、「(5)情報家電の自動連携、ネットサービ

ス連携」については、機器（ハード）側の対応、オントロジーの厳密さや正確さ、ロジックの確立、

推論処理など、まだまだ多くの課題があるとの意見が挙げられた。 
「II. プロジェクトの開発成果で評価できる点」については、第三者の作成したオントロジーやメ

タデータと組み合わせて使うことができる点や、ガイドラインを策定し、様々なオントロジーと連携

可能な枠組みができた点が挙げられた。ガイドラインを策定する上で考慮した点が評価されたといえ

る。一方、追加語彙の細かさ、記述の深さ等がバラバラになってしまうという懸念が示された。今後、

様々な一般語彙が定義される際に検討すべき課題と考えられる。 
「III. 今後力を入れるべき項目」については、各メーカが一般語彙を作成し実際にオントロジーや

メタデータを記述することが多くの意見として挙げられた。また、ガイドラインのメンテナンス、情

報家電に特化した Swoogle[Swoogle]のようなメタデータサーバの構築、オントロジーサーバ（リポジ

トリ）の構築、メタデータ自動付与/付与支援技術、オントロジーを利用した推論技術などの研究が挙

げられている。また、TC 協会など周辺分野のプレイヤーへのヒアリング、標準化活動や情報発信活

動も必要であるとの意見が寄せられ、情報家電オントロジーの普及活動への期待が大きいと考えられ

る。 
 
(3) 運用情報サービスポータルサンプルアプリケーションの開発 

機器接続事例検索アプリケーションのソースコード、オントロジー、メタデータを、オントロジー

研究に従事している修士課程の学生に提供し、機器接続事例検索アプリケーションの内部仕様に関し

て、指導教官のアドバイスのもと評価いただいた。評価内容を表 2.6-10 に示す。 
 

表 2.6-10 機器接続事例検索アプリケーションの内部仕様に関する評価 
項番 評価内容 
1 共通の概念に基づいて機器や端子が定義されている 

本システムでは、リレーショナルデータベースに機器の情報を追加してから更新用のプログラ

ムを実行するだけで自動的に機器のオントロジーを更新してシステムの振る舞いを実現するよう

に作られている。そのため、異なったメーカの人が機器の追加を容易に行うことができる。 
このことを実現できるのは、機器や端子に関する語彙がオントロジー的に共通な概念に基づい

て定義されているからである。この点はオントロジー工学的に非常に優れていると思われる。 
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2 階層関係を利用した推論が適切に実現されている 
オントロジーの効用の一つとして、階層的知識に基づいて一般的な関係推論を行うときに知識

をより汎用の概念で記述して推論することができるようになるということがある。あるいは、類

似したものについて同じ方法で問題解決をするという仕組みが作れるということがある。 
本システムでは SPARQL の検索機能を用いてそのことが適切に実現されている。 
具体的には、物理接続関係である「connect:physicalConnectable」を検索するときに階層関係

を利用している。 
3 推論による機能の検索について 

機器の機能の検索について、リレーショナルデータベースを使わないで SPARQL による推論で

検索することはまだサポートしていない。機能についての推論は今後の課題であるが実現が望ま

れる。 
4 機器とケーブルのインスタンスについて 

 機器とケーブルについてあらかじめインスタンスを用意しておいて、ブラウザで動かす前に接

続可能なインスタンスの関係を求めておくという方法は非常に巧妙であると思われる。 
ただ、機器が状態を持つような場合にはどのように表現になるのだろうか？ 

  
(c) 考察 

情報家電オントロジーを活用したサンプルアプリケーションとして、機器接続事例検索の有効性に

ついて理解してもらえた。一方、機器接続事例の蓄積など、メーカだけで対応するのは難しいという

意見も多く、コミュニティでオントロジーを作成できるように、オントロジーを意識せずメタデータ

を作成する仕組みが必要と考えられる。 
機器接続事例検索アプリケーションの内部仕様に関しては、機器や端子に関するオントロジーの記

述方法や機器接続関係の推論方式について良好な評価いただいた。 
 
2.6-5. 標準化の取組み 

情報家電オントロジーSIG で、情報家電の運用活用に関する知識の標準化活動、他のオントロジー

の標準化活動との連係、普及を促進するための活動が行われた。 
情報家電オントロジーSIG は、表 2.6-11 に示すように計 8 回開催された。 
第 1 回から第 4 回まで、情報家電オントロジー構築にむけての課題やユースケースの検討が行われ

た。第 5、7 回では、情報家電オントロジー記述ガイドラインについて議論された。第 6、8 回では、

情報家電オントロジーの公開ガイドラインについて議論された。特に、第 7、8 回で、それぞれのガ

イドラインが集中的に審議された。また、第 1 回から第 6 回の各回で、オントロジー分野の研究者の

講演が行われた。 
オントロジーSIG において、情報家電オントロジー 記述ガイドライン 第 1.0 版、公開ガイドライ

ン 第 1.0 版が策定され、SPIA 標準仕様として、SPIA ホームページにて公開している。各ガイドラ

インについて、オントロジー分野の専門家に意見を頂くことができ、有意義な議論を行った上で策定

することができた。また、オントロジーに関連した研究活動や標準化活動をされている方や、情報機

器のユーザサポートサイトを実際に運営されている方と議論する場として有効であった。 
また、研究発表として、平成 18 年度には、日本規格協会ユビキタス委員会分科会 2WG1（オント

ロジー応用）、第 14 回と第 15 回人工知能学会セマンティック Web とオントロジー研究会、セマン

ティック Web コンファレンス 2007、電子情報通信学会総合大会チュートリアル（2 件）、情報処理学

会自然言語処理研究会研究報告で発表した。 
平成 19 年度には、情報処理学会デジタル･ドキュメント研究会研究報告、第 21 回人工知能学会全

国大会、（社）電子情報技術産業協会コンテンツ・マネージメント技術分科会（2 件）、セマンティッ

ク Web コンファレンス 2008 で発表した。 
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表 2.6-11 情報家電オントロジーSIG の活動状況（テーマ） 
回 実施日 内容 

第 1 回 平成 18 年 3 月 3 日 
 

・ハードディスクレコーダを対象とした情報家電オントロジーの記

述実験 

・程度表現オントロジー策定活動のご紹介（INTAP 次世代 Web 委員

会との連携）（NEC 細見氏） 

第 2 回 平成 18 年 7 月 14 日 
 

・情報家電オントロジーの構築の要件と方向 

・オントロジーと制約に基づくサービス連携（産総研 橋田氏） 

第 3 回 平成 18 年 10 月 12 日 
 

・情報家電オントロジー 

・ユビキタスネットワークへのオントロジー適用の検討（ジャスト

システム 大野氏） 

第 4 回 平成 18 年 12 月 22 日 ・情報家電オントロジーのユースケースと適用システム案 

・オントロジーリポジトリの標準化状況（東京電力 岡部氏） 

第 5 回 平成 19 年 2 月 23 日 ・情報家電オントロジー仕様概要 

・オントロジーを利用した情報家電エージェント協調アーキテクチ

ャについて（慶応大 飯島氏） 

第 6 回 平成 19 年 6 月 6 日 ・情報家電オントロジー公開方法の提案  

・ユーザサポートの課題と情報家電オントロジーへの期待（リバテ

ィシップ 和田氏） 

第 7 回 平成 19 年 7 月 26 日 情報家電オントロジー記述ガイドライン案の提案・審議 

第 8 回 平成 19 年 12 月 21 日 情報家電オントロジー公開ガイドライン案の提案・審議 

 

2.6-6. まとめ 
2.6-6-1. 研究開発の取組み 

情報家電に関するスペック情報、使い方情報など様々な情報をメタデータで記述可能にし、適切な

情報を高精度で検索可能にするために、情報資源管理技術を開発した。 
まず、デジタル情報機器の運用・活用に関する情報資源として、その内容を示すメタデータの語彙

体系を定めた。情報家電オントロジーコア語彙は、その も抽象的で基本的な語彙である。これらの

語彙は、一度規定したとしても継続的なバージョンアップが起こりえる。そのためには、電機メーカ

やコミュニティサイトの参加者など多くの人に協力してもらい、新規語彙の作成や公開を行ってもら

う必要がある。そこで、それらの作業を行うための約束事を定めた情報家電オントロジー記述ガイド

ラインと公開ガイドラインを標準化した。さらに、情報家電オントロジーの有効性を検証するために、

一般語彙の記述実験を行った。情報家電オントロジー記述ガイドラインと公開ガイドラインについて

は、情報家電オントロジーSIG において、有識者による議論を行った。 
また、情報家電オントロジーを普及させるためには、情報家電オントロジーを活用したメタデータ

がインターネット上に多数公開されることが必要である。メタデータは RDF など機械可読な形式で

あるため、直接人間が作成・編集するのは難しい。そこで、メタデータの付与を支援するツールを開

発した。付与されたメタデータを管理する語彙サーバ、メタデータ DB も同時に開発した。 
さらに、デジタル情報機器の運用・活用に関する様々な情報を確率統計モデルを用いて分類整理す

るメタデータ整序機能を開発した。メタデータ整序機能は、あらかじめ定められた各分類に文書が属

する確率を統計的情報とオントロジーにより推定することにより、メタデータの分類を行う。分類結

果は、検索・整序するために活用される。 
そして、情報家電オントロジーの有効性を検証するため、情報家電オントロジーを活用したサンプ

ルアプリケーションの設計を行った。このアプリケーションでは、ユーザ自身が保有している機器を

使ってどのような機器接続が可能かを検索し接続方法をユーザに提示する。その際、情報家電オント

ロジーの語彙を用いて、機種のスペック情報や取扱説明書や Web ページにある接続事例情報を記述し、

それらの情報を用いて検索や推論を行い検証した。 
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2.6-6-2. 成果と達成度 

情報機器運用・活用のための情報資源管理技術について、実施計画で予定していた内容をすべて実

施し、計画通りの成果を得た。成果として、情報家電オントロジー記述ガイドライン、公開ガイドラ

イン、コア語彙の策定を行った。策定にあたって、情報家電オントロジーSIG で議論をし、パブリッ

クコメント、投票を経て標準化をした。これらの情報家電に特化したオントロジー構築の取組みは、

世界的に見ても存在しない。 
情報家電オントロジーについて、ユースケースの検討、一般語彙の作成実験により、オントロジー

の活用性・有効性の検証を行ったことで当初の目標を達成できた。INTAP 次世代 Web 委員会でもア

ンケートを行い、活動を評価する意見が寄せられた。 
デジタル情報機器のメタデータ付与ツールの開発において、情報家電のスペック情報や機器接続情

報を、ユーザビリティを損なわずに付与でき、語彙サーバにアクセスしメタデータ DB に登録できる

ことを確認した。 
整序機能については、高精度で情報を分類できることを確認した。 
運用情報サービルポータルサンプルアプリケーションにおいては、情報家電オントロジーに基づい

て作成された機器接続事例を検索、推論するシステムの開発を行い、有効性を検証した。 
本技術開発の成功要因として、次世代 Web 委員会や情報家電オントロジーSIG を通じて、有識者

の意見を聴取し、ガイドラインを策定できたことが挙げられる。さらに、策定したガイドラインは、

W3C の標準（RDF、OWL）に基づいており、第三者の作成したオントロジーやメタデータと組み合

わせて使うことができる点が挙げられる。また、オントロジーSIG を通じて、ユーザサポートを行っ

ているメーカ企業に参加いただきヒアリングすることで、広く意見を収集できた点も挙げられる。 
 
参考文献 

 [萩野 01] 萩野達也：「セマンティック WEB の現状と課題」, データベースと Web 情報システムに

関するシンポジウム DBWeb2001 (2001). 
[RDFPrimer] Frank Manola, Eric Miller, eds: "RDF Primer", W3C Recommendation, 

http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ 
[SPARQL] Andy Seaborne, Eric Prud'hommeaux, eds: "SPARQL Query Language for RDF", 

W3C Recommendation, http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 
[Swoogle] Swoogle (Semantic Web Search Engine),  http://swoogle.umbc.edu/  
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２．７．省エネのためのリモート制御技術 
 
2.7-1. 技術開発の概要 
2.7-1-1. 開発の背景 
昨今の地球環境問題、エネルギー資源問題への対応として、省エネは喫緊の課題となっている。機器

単体での効率性を目標とした機器単体での省エネルギー対策は進んできたが、さらなる省エネルギーを

達成するためには、ネットワークを活用したトータルな省エネルギー施策が必要となっている。 
家庭の省エネに関しては、機器の改善に加えて省エネ行動を促すためのエネルギー使用情報の提供が

有効とされており、各家庭の電力使用量等を収集し分析することで適切な情報を提供するサービスが求

められる。また、将来的には、リモートからの機器制御によって機器の省エネ運転を行なうことも構想

されている。 
一方、情報通信白書の消費者意識調査によると、情報家電（デジタル情報機器）利用の条件として、

「誤動作や不正アクセス防止等のセキュリティ機能」、「利用状況等のプライバシー保護」、「他メーカの

機器も接続可能な相互運用性」といった事を重要視している。即ち、エネルギー管理サービス提供者に

よる家庭のデジタル情報機器のリモート制御やリモート監視サービス（以下、両者を併せてリモート制

御という）が受け入れられるには、「安全・安心」が重要な要素であり、インターネット接続されたデジ

タル情報機器に対する不正・不当なリモート制御を防止する技術が必要とされている。 
本開発は、インターネットを利用した安全で安心なエネルギー管理サービスを実現するための基盤技

術を確立することを目的とし、リモート制御サービスの安全性に関わる課題に取組んだ。 
 

2.7-1-2. 開発の目標 
本開発では、家庭内機器に対してリモート制御を行う際の阻害要因となり得る事項（セキュリティ、

相互運用性）を中心に、省エネに寄与するリモート制御に関するオープンな共通技術仕様の策定を目標

として開発を行った（図 2.7-1）。 
 

相
互
接
続
性

適用範囲宅 内 インターネット

独
自
仕
様

共
通
仕
様

HEMS実証実験

各社省エネ製品

※特定機器間での相互接続

ＲＣＸＭＬ
機器（主にAV系）

をリモート操作する
ための抽象化言語
を策定

各種リモート監視システム

※センターからのリモート監視サービス
・ホームセキュリティ
・在宅健康監視
・LPG/都市ガス リモート監視

・電力使用量遠隔自動検針、ｅｔｃ

省エネナビ

※宅内消費電力量モニター

ECHONET

生活家電の
ネットワーク化
を目指したネッ
トワーク規格

ECHONET

生活家電の
ネットワーク化
を目指したネッ
トワーク規格

UPnP
機器の検出と設定を自動

化する規格

UPnP
機器の検出と設定を自動

化する規格

当プロジェクトでは、家庭内機器に対し
てリモート制御を行う際の阻害要因とな
り得る事項（セキュリティ、相互運用性）
を中心に、省エネに寄与するリモート制
御に関する技術仕様を策定する。

リモート制御向けアクセス制御プラットフォーム開発
①「機器利用権」によるサービス機能認可

省エネ制御アプリケーション開発
②広域レベルの省エネ監視・制御
③Ｗｅｂサービス連携を含む省エネ制御
④収集データの「匿名化」によるプライバシ保護
⑤ビルマンション向け省エネ運用システム

（H18年度加速開発）

リモート制御向けアクセス制御プラットフォーム開発
①「機器利用権」によるサービス機能認可

省エネ制御アプリケーション開発
②広域レベルの省エネ監視・制御
③Ｗｅｂサービス連携を含む省エネ制御
④収集データの「匿名化」によるプライバシ保護
⑤ビルマンション向け省エネ運用システム

（H18年度加速開発）

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
層

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
層相

互
接
続
性

適用範囲宅 内 インターネット

独
自
仕
様

共
通
仕
様

HEMS実証実験

各社省エネ製品

※特定機器間での相互接続

ＲＣＸＭＬ
機器（主にAV系）

をリモート操作する
ための抽象化言語
を策定

各種リモート監視システム

※センターからのリモート監視サービス
・ホームセキュリティ
・在宅健康監視
・LPG/都市ガス リモート監視

・電力使用量遠隔自動検針、ｅｔｃ

省エネナビ

※宅内消費電力量モニター

ECHONET

生活家電の
ネットワーク化
を目指したネッ
トワーク規格

ECHONET

生活家電の
ネットワーク化
を目指したネッ
トワーク規格

UPnP
機器の検出と設定を自動

化する規格

UPnP
機器の検出と設定を自動

化する規格

当プロジェクトでは、家庭内機器に対し
てリモート制御を行う際の阻害要因とな
り得る事項（セキュリティ、相互運用性）
を中心に、省エネに寄与するリモート制
御に関する技術仕様を策定する。

リモート制御向けアクセス制御プラットフォーム開発
①「機器利用権」によるサービス機能認可

省エネ制御アプリケーション開発
②広域レベルの省エネ監視・制御
③Ｗｅｂサービス連携を含む省エネ制御
④収集データの「匿名化」によるプライバシ保護
⑤ビルマンション向け省エネ運用システム

（H18年度加速開発）

リモート制御向けアクセス制御プラットフォーム開発
①「機器利用権」によるサービス機能認可

省エネ制御アプリケーション開発
②広域レベルの省エネ監視・制御
③Ｗｅｂサービス連携を含む省エネ制御
④収集データの「匿名化」によるプライバシ保護
⑤ビルマンション向け省エネ運用システム

（H18年度加速開発）

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
層

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
層

 
図 2.7-1 省エネのためのリモート制御技術の開発目標 

 
(1) 機器利用権によるアクセス制御機能の開発 
リモート制御サービスの安全性に関わる基盤技術として、「機器利用権」という新しい考え方を導入し、
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(2) 省エネ制御のためのリモート制御アプリケーションの開発 

Web 上のサービスとの連携や携帯電話の活用を含む省エネシナリオを検討し、「省エネ制御のための
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の機能の設定を可能とする。これにより、個人宅のみならず、広域レベルの省エネの監視・制御を可
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有効性を検証する。リファレンス実装プログラムは公開する。 
さらに、機器利用権によるアクセス制御機能の事業応用を加速するため、ビル、マンションを対象

として電力供給者と需要家の相互協調を基本としたビジネスモデル／システムモデルの検討を行ない、

この方式での需要家側負荷制御アルゴリズム検証するための「ビル・マンション向け省エネ運用シス

テム」のプロトタイプシステムを開発する（プロトタイプ開発は平成 18年度の加速資金により実施）。 
 
2.7-1-3. 開発成果の概要 

「機器利用権によるアクセス制御機能」と「省エネ制御のためのリモート制御アプリケーション」の

機能構成を図 2.7-2 に、開発システムの全体像を図 2.7-3 示す。また、開発工程を図 2.7-4 に、開発項目
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図 2.7-3 省エネのためのリモート制御技術－システム全体像 

 

開発項目 Ｈ１９年度
事業年度

省
エ
ネ
の
た
め
の
リ
モ
ー
ト
制
御
技
術

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

プロトタイプシステムの

設計とプログラム開発

仕様策定と
評価プログラム開発

設計・プロト開発・評価

設計・プロト開発・評価

仕様改訂＆リファレンス実装

省エネ制御アプリケーション

仕様改訂・実装・評価・検証

・プロト評価の反映

・利用権表現形式改訂
・運用管理機能追加、等

システム設計・実装・評価検証

①省エネ制御アプリケーションを用い
た統合リモート管理基盤技術の総
合検証

ビルマンション向け省エネ運用方式調査

基本アルゴリズム検証

プロトタイプ開発

Ｈ１8年度までの成果の連携検証

機器認証運用管理技術、高信頼リモート管理技
術、機器利用権のモジュール連携検証

家電機器I/Fの開発

設計・開発・試験

家庭向け省エネ制御サービス

総合検証環境構築・検証・評価

②ビル／マンションを対象とした省エネ
ルギー運用に関わる技術適用検証

検証・評価まとめ検証環境構築

実装設計

製作

検証仕様

設計

省エネ運用方式

検証システムの開発

ビル・マンション向け省ｴﾈ運用システム検証

機器利用権によるアクセス
制御技術

機能改善

仕様改訂＆リファレンス実装

・制御シナリオの改訂

・機機器利用権改訂仕様への対応
・Webサービス連携
・匿名処理機能

・機器認証運用管理技術及び、高
信頼リモート管理技術との連携設計

開発項目 Ｈ１９年度
事業年度

省
エ
ネ
の
た
め
の
リ
モ
ー
ト
制
御
技
術

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

プロトタイプシステムの

設計とプログラム開発

仕様策定と
評価プログラム開発

設計・プロト開発・評価

設計・プロト開発・評価

仕様改訂＆リファレンス実装

省エネ制御アプリケーション

仕様改訂・実装・評価・検証

・プロト評価の反映

・利用権表現形式改訂
・運用管理機能追加、等

システム設計・実装・評価検証

①省エネ制御アプリケーションを用い
た統合リモート管理基盤技術の総
合検証

ビルマンション向け省エネ運用方式調査

基本アルゴリズム検証

プロトタイプ開発

Ｈ１8年度までの成果の連携検証

機器認証運用管理技術、高信頼リモート管理技
術、機器利用権のモジュール連携検証

家電機器I/Fの開発

設計・開発・試験

家庭向け省エネ制御サービス

総合検証環境構築・検証・評価

②ビル／マンションを対象とした省エネ
ルギー運用に関わる技術適用検証

検証・評価まとめ検証環境構築

実装設計

製作

検証仕様

設計

省エネ運用方式

検証システムの開発

ビル・マンション向け省ｴﾈ運用システム検証

機器利用権によるアクセス
制御技術

機能改善

仕様改訂＆リファレンス実装

・制御シナリオの改訂

・機機器利用権改訂仕様への対応
・Webサービス連携
・匿名処理機能

・機器認証運用管理技術及び、高
信頼リモート管理技術との連携設計

 
図 2.7-4 省エネのためのリモート制御技術－開発工程 
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表 2.7-1 「省エネのためのリモート制御技術」開発内容と主要成果 
開発項目 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

機器利用権によるアクセス

制御機能の開発 
 
【プロジェクト目標】 
デジタル情報機器の所有者

の許可条件に基づく機器利

用権によるアクセス制御技

術を開発し、機器利用権の

表現形式仕様及びリファレ

ンス実装プログラムを公開

する。 

【年度目標】 
①機器の利用権表現方式を

策定するとともに、評価プ

ログラム実装を行い、その

有効性を確認する。 
【実施内容】 
①機器利用権の表現形式の

策定（プロトタイプ仕様）

②省エネ制御アプリ
ケーションプロトタ
イプへの組み込みと
評価 
【主要成果】 
①機器利用権基本仕様書 
②特許（1 件）  

【年度目標】 
①機器利用権管理システム

仕様の改定 
②機器利用権管理システム

のリファレンス実装プログ

ラムを開発と評価 
【実施内容】 
①機器利用権仕様の改訂 
②機器利用権管理システム

の設計と製作 
③SPIA 標準化活動 
【主要成果】 
①改訂仕様書 
②機器利用権管理システム

③SPIA 標準案作成 
④特許（1 件） 

【年度目標】 
標準化及び普及活動 
成果の公開 
【実施内容】 
①SPIA 標準化活動 
②リファレンス実装プログ

ラム公開資料作成 
【主要成果】 
①SPIA 標準案（Ver1.0）公

開 
②リファレンス実装プログ

ラム公開 

省エネ制御のためのリモー

ト制御アプリケーションの

開発 
 
【プロジェクト目標】 
機器利用権によるアクセス

制御機能、収集データの匿

名化機能、Web サービス連

携機能を組み込んだ省エネ

制御のための制御アプリケ

ーションのリファレンス実

装プログラムを開発し公開

する。 

【年度目標】 
①アプリケーション仕様策

定 
②評価プロトタイププログ

ラムの作成 
【実施内容】 
①プロトタイプ仕様設計 
 省エネ制御基本機能設計

 サーバ側管理機能設計 
機器利用権機能のプロトタ

イプ組込み設計 
②プログラム開発 
【主要成果】 
①プロトタイプシステム仕

様書及びプログラム 
 

【年度目標】 
①アプリケーション仕様追

加・改良設計 
②リファレンス実装プログ

ラムの開発と評価 
【実施内容】 
①リファレンス実装プログ

ラム仕様設計と製作 
・制御シナリオの改訂 
・機器利用権改訂対応 
 ・Web サービス連携実装

・匿名処理機能実装 
・機器認証運用管理技術 
 及び高信頼リモート管理

 技術との連携設計 
【主要成果】 
①システム仕様書 
②実装プログラム 
 

【年度目標】 
①「家庭向け省エネ制御検

証システム」の開発 
②総合検証の実施 
③成果の公開 
【実施内容】 
①家庭向け省エネ制御検証

システム設計 
・家庭内制御 I/F 組込み 
・機器認証運用管理技術 
及び高信頼リモート管理 
 技術との連携実装 
②総合検証実施 
③リファレンス実装プログ

ラムの公開、デモ展示 
【主要成果】 
①家庭向け省エネ制御検証

システム仕様書 
②検証プログラム 
③検証報告書 

ビル・マンション向け省エ

ネ運用システムの開発 
 
【プロジェクト目標】 
供給と需要の相互協調を基

本としたビジネスモデル／

システムモデルの検討を行

い、この方式での需要家側

負荷制御アルゴリズムを検

証するためのプロトタイプ

プログラムを開発する。 

＜平成18年度加速資金によ

りアルゴリズム設計及びプ

ロトタイプを開発し、平成

19年度に評価検証を実施＞

 

【年度目標】 
①ビル、マンション向け省

エネ運用方式の調査検討 
②需要家側の負荷制御アプ

リケーションプロトタイプ

の開発。 
【実施内容】 
①ビル・マンション向け省

エネ運用システムの方式調

査 
②基本アルゴリズムの設計

③プロトタイプ設計と製作

【主要成果】 
①調査報告書 
②プロトタイプ設計書 
③プロトタイプシステム 

【年度目標】 
①「ビル／マンション向け

省エネ運用検証システム」

の開発と評価検証 
【実施内容】 
①ビル／マンション向け省

エネ運用検証システム開発

・機器利用権集約機能 
・負荷制御機能 
・制御計画機能 
・画面 I/F 改善、等 
②シミュレーション評価 
【主要成果】 
①ビル／マンション向け省

エネ運用検証システム  
②特許（１件） 
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2.7-2. 機器利用権によるアクセス制御機能の開発 
2.7-2-1. 機器利用権管理システムによるリモート機器制御 
機器利用権管理システムは、機器利用権を用いたサービス機能認可（図 2.7-5）を実現するシステム

である。サービス提供者は、制御内容について機器所有者と予め合意して作成した機器利用権メッセー

ジを家庭に送ることでリモート制御サービスを実行する。家庭では、送られてきた機器利用権を解釈し、

署名検証によって正しいメッセージであることを確認し、機器制御を実行する。 

機器利用権
機器の操作内容等を規定した情報に機器所有者側の署名を付したもの
署名（デジタル署名）は、操作内容に対する機器所有者の合意を意味する

サービス事業者
（サービスポータル）

機器所有者
（ホームコントローラ）

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
利用権

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
の機能操作

（２）サービスの実行要求
該当サービスの操作内容を機
器利用権付で送付

（３）機器利用権の検証
(3-1)署名の検証
(3-2)操作内容の検証
（情報収集は許可されているか？）
★検証が通らないと実行されない

機器利用権による
アクセス制御機能

（４）機器制御実行

（１）機器利用権を設定
デジタル署名技術による
サービス事業者と機器所有者の合意

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
機能操作を許可

機器利用権の表現形式を標準化
⇒サービスシステムと受信機器間の

相互運用性を確保

エアコン
利用権

温度設定を許可
運転モード変更を許可
電源ON/OFFを許可

（XML形式）

サービス事業者
（サービスポータル）

機器所有者
（ホームコントローラ）

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
利用権

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
の機能操作

（２）サービスの実行要求
該当サービスの操作内容を機
器利用権付で送付

（３）機器利用権の検証
(3-1)署名の検証
(3-2)操作内容の検証
（情報収集は許可されているか？）
★検証が通らないと実行されない

機器利用権による
アクセス制御機能

（４）機器制御実行

（１）機器利用権を設定
デジタル署名技術による
サービス事業者と機器所有者の合意

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
機能操作を許可

機器利用権の表現形式を標準化
⇒サービスシステムと受信機器間の

相互運用性を確保

エアコン
利用権

温度設定を許可
運転モード変更を許可
電源ON/OFFを許可

（XML形式）

機器利用権
機器の操作内容等を規定した情報に機器所有者側の署名を付したもの
署名（デジタル署名）は、操作内容に対する機器所有者の合意を意味する

サービス事業者
（サービスポータル）

機器所有者
（ホームコントローラ）

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
利用権

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
の機能操作

（２）サービスの実行要求
該当サービスの操作内容を機
器利用権付で送付

（３）機器利用権の検証
(3-1)署名の検証
(3-2)操作内容の検証
（情報収集は許可されているか？）
★検証が通らないと実行されない

機器利用権による
アクセス制御機能

（４）機器制御実行

（１）機器利用権を設定
デジタル署名技術による
サービス事業者と機器所有者の合意

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
機能操作を許可

機器利用権の表現形式を標準化
⇒サービスシステムと受信機器間の

相互運用性を確保

エアコン
利用権

温度設定を許可
運転モード変更を許可
電源ON/OFFを許可

（XML形式）

サービス事業者
（サービスポータル）

機器所有者
（ホームコントローラ）

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
利用権

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
の機能操作

（２）サービスの実行要求
該当サービスの操作内容を機
器利用権付で送付

（３）機器利用権の検証
(3-1)署名の検証
(3-2)操作内容の検証
（情報収集は許可されているか？）
★検証が通らないと実行されない

機器利用権による
アクセス制御機能

（４）機器制御実行

（１）機器利用権を設定
デジタル署名技術による
サービス事業者と機器所有者の合意

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
機能操作を許可

機器利用権の表現形式を標準化
⇒サービスシステムと受信機器間の

相互運用性を確保

エアコン
利用権

温度設定を許可
運転モード変更を許可
電源ON/OFFを許可

（XML形式）

機器利用権
機器の操作内容等を規定した情報に機器所有者側の署名を付したもの
署名（デジタル署名）は、操作内容に対する機器所有者の合意を意味する

サービス事業者
（サービスポータル）

機器所有者
（ホームコントローラ）

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
利用権

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
の機能操作

（２）サービスの実行要求
該当サービスの操作内容を機
器利用権付で送付

（３）機器利用権の検証
(3-1)署名の検証
(3-2)操作内容の検証
（情報収集は許可されているか？）
★検証が通らないと実行されない

機器利用権による
アクセス制御機能

（４）機器制御実行

（１）機器利用権を設定
デジタル署名技術による
サービス事業者と機器所有者の合意

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
機能操作を許可

機器利用権の表現形式を標準化
⇒サービスシステムと受信機器間の

相互運用性を確保

エアコン
利用権

温度設定を許可
運転モード変更を許可
電源ON/OFFを許可

（XML形式）

サービス事業者
（サービスポータル）

機器所有者
（ホームコントローラ）

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
利用権

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
の機能操作

（２）サービスの実行要求
該当サービスの操作内容を機
器利用権付で送付

（３）機器利用権の検証
(3-1)署名の検証
(3-2)操作内容の検証
（情報収集は許可されているか？）
★検証が通らないと実行されない

機器利用権による
アクセス制御機能

（４）機器制御実行

（１）機器利用権を設定
デジタル署名技術による
サービス事業者と機器所有者の合意

ﾎｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ
機能操作を許可

機器利用権の表現形式を標準化
⇒サービスシステムと受信機器間の

相互運用性を確保

エアコン
利用権

温度設定を許可
運転モード変更を許可
電源ON/OFFを許可

（XML形式）

 
図 2.7-5 機器利用権を用いたサービス機能認可 

 
サービス提供者が機器利用権を用いた遠隔制御を行う場合、制御に先立って、遠隔制御で実施したい

内容についての許諾を求める内容からなる「利用権申請」のメッセージを機器所有者に送付する。利用

権申請のメッセージを受け取った機器所有者は、本許諾内容を確認し、許諾する場合は、許諾を意味す

る署名をつけ、「利用権発行」メッセージをサービス提供者に返送する。サービス提供者は、利用権発行

メッセージの内容に、具体的な制御内容を特定するデータを追記し、サービス提供者側の署名を付与し

た「利用権行使」メッセージを機器に送付することにより遠隔制御を行う。機器側では、利用権行使メ

ッセージの内容を検証し、正等なアクセスと判断した場合、その利用権行使メッセージに含まれる制御

内容を実行する。なお、サービス提供者は、一度入手した利用権発行メッセージを利用して、複数回に

渡る利用権行使メッセージを送信し、遠隔制御することが可能である。 
【備考】機器の所有者側での利用権処理に関しては、機器本体に処理を実装するのは現実的ではない

ため、所有者側にホームコントローラを設置し、サービス提供者からの機器制御は、ホームコントロー

ラを経由して実行することを想定している。このため、機器利用権関連処理はホームコントローラ上に

実装することになる。 
 
2.7-2-2. 機器利用権メッセージ仕様 

機器利用権メッセージは、機器の制御に必要な以下の情報を含む。 
・サービス提供者識別情報 （操作はどのサービス提供者からのものか） 
・操作対象機器 （家庭内のどの機器を操作するのか） 
・操作対象機能 （操作許可する機能：電源 ON/OFF、動作モード等） 
・情報操作方法 （情報設定か、情報読取か） 
機器利用権メッセージでは、更に、機器所有者が該当機器の制御を許可していることを表すための機

器所有者側の電子署名、許諾されたサービス提供者からの正当な制御実行であることを示すサービス提

供者側の電子署名を付す。これらの情報は XML（Extensible Markup Language）形式で記述する。 
 機器利用権を用いたリモート制御で使用する 3 つのメッセージ形式の関係を図 2.7-6 に示す。機器利

用権申請メッセージは、サービス提供者が作成し署名する。機器利用権の申請を受けた機器所有者側は、

申請内容を確認の上、申請内容の許諾を示す署名を付加した機器利用権発行メッセージを作成して申請
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元に返す。機器利用権行使メッセージは、利用権発行メッセージを元に、サービス提供者が、具体的な

制御のためのプロパティの値を設定し署名を付加する。 
この機器利用権メッセージ仕様を標準化することにより、ベンダに依存しないリモート制御が可能に

なるとともに、機器の操作機能単位でのきめ細かなアクセス制御（制御可否の指定）が可能となる。こ

のため、機器利用権の XML 表現方法（タグ）の共通仕様案を SPIA フォーラムに提案し、フォーラム

標準案として承認された。 表 2.7-2、表 2.7-3、表 2.7-4 に SPIA フォーラム標準で規定した機器利用権

メッセージ仕様の XML タグを示す。 

<SingedU se>
<U se>

<ExecA ction>
・プ ロ パ テ ィの 具 体 値

</E xecA ction>
<U se>
<Signature>

</Signature>

<SingedR ight>
<R ight>

・サ ー ビ ス 提 供 者 情 報
・コ ン トロ ー ラ の 機 器 情 報
・制 御 対 象 情 報 (プ ロ パ テ ィコー ド）

</R ight>
<Signature>

</Signature>

機 器 利 用 権 申 請 メッセ ー ジ 形 式 機 器 利 用 権 発 行 メッセ ー ジ 形 式

機 器 利 用 権 行 使 メッセ ー ジ 形 式

<SingedR equest>
<R equest>

・サ ー ビ ス 提 供 者 情 報
・コ ン トロ ー ラ の 機 器 情 報
・制 御 対 象 情 報 (プ ロ パ テ ィコー ド）

</R equets>
<Signature>

</Signature>

<SingedR ight>
<R ight>

・サ ー ビ ス 提 供 者 情 報
・コ ン トロ ー ラ の 機 器 情 報
・制 御 対 象 情 報 (プ ロ パ テ ィコー ド）

</R ight>
<Signature>

</Signature>

許 諾 時 に 制 御 対 象 情 報 の 書 き 換 え 可 能

 
図 2.7-6 機器利用権の３つのメッセージ 

 
表 2.7-2 機器利用権申請の XML 形式 

タグ 意味 属性他 
<?xml> XML 宣言 version="1.0" encoding="UTF-8

<RCRM> 利用権管理メッセージ バージョン指定 
Schema=”SPIA” 
SchemaVersion="X.X" 

<SignedRequest> 機器利用権申請  
<Request> 利用権申請の内容 Id（XML 署名対象範囲） 

<RequestDate> 申請日時刻情報  
<Right> 合意した制御内容  

<IssueDate> 発行日時刻情報  
<ServiceProviderID> サービス提供者情報(サ

ーバ ID) 
 

<Device> 制御対象機器情報 
複数指定不可 

 

<GW_Info> 制御対象機器が繋がる
ホームコントローラに
割り当てられたサービ
ス加入者のユーザ ID 

  

<Device_Info> 制御対象機器指定 ClassGroupCode、ClassCode、
InstanceCode 

<Action> 制御内容(<Property> 
を複数指定可能) 

 

 

 
 

 

 

 <Property> プロパティコードとア
クセスルールを指定 

Code （ プ ロ パ テ ィ コ ー
ド）,Method（アクセスルール：
Get/Set） 
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<Condition> 制御許可の条件 
空要素か、以下の要素を
指定する、複数指定可能

 

 <Time> 実行許可時間帯  
<Signature> XML 署 名 （ 要 素

<Request>をXML署名
する 

サービス提供者の署名 

 
表 2.7-3 機器利用権発行の XML 形式 

タグ 意味 属性他 
<?xml> XML 宣言 version="1.0" encoding="UTF-8

<RCRM> 利用権管理メッセージ バージョン指定 
Schema=”SPIA” 
SchemaVersion="X.X" 

<SignedRight> 機器利用権  
<Right> 合意した制御内容 Id（XML 署名対象範囲） 

<IssueDate> 発行日時刻情報  
<ServiceProviderID> サービス提供者情報（サ

ーバ ID） 
 

<Device> 制御対象機器情報 
複数指定不可 

 

<GW_Info> 制御対象機器が繋がる
ホームコントローラに
割り当てられたサービ
ス加入者のユーザ ID 

  

<Device_Info> 制御対象機器指定 ClassGroupCode、ClassCode、
InstanceCode 

<Action> 制御内容(<Property>を
複数指定可能) 

 

 <Property> プロパティコードとア
クセスルールを指定 

Code （ プ ロ パ テ ィ コ ー
ド）,Method（アクセスルール：
Get/Set） 

<Condition> 制御許可の条件 
空要素か、以下の要素を
指定する、複数指定可
能。 

 

 

 <Time> 実行許可時間帯  

 

 
 

<Signature> XML 署 名 （ 要 素
<Right>を XML 署名す
る 

機器所有者の署名 

 
表 2.7-4 機器利用権行使の XML 形式 

タグ 意味 属性他 
<?xml> XML 宣言 version="1.0" encoding="UTF-8
 <RCRM> 利用権管理メッセージ バージョン指定 

Schema=”SPIA” 
SchemaVersion="X.X" 

<SignedUse> 機器利用権行使  
<Use> 合意した制御内容 Id（XML 署名対象範囲） 

<SignedRight> 機器利用権  
<ExecAction> 制御内容の値 

複数指定不可 
 

 <Property> プロパティコードとア

クセスルール、及びプロ

パティ具体値を指定 
 

Code（プロパティコード）,Value
（プロパティの値）､ElementNo
（プロパティが配列の場合に指

定する配列要素番号）、Method
（アクセスルール：Get/Set） 

  
 

 

<UseDate> 機器利用権行使の発効

日 
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 <Signature> XML 署名（要素<Use>
を XML 署名する） 

サービス提供者の署名 

 
 
2.7-2-3. 機器利用権メッセージ仕様の特質 

機器利用権仕様には、「リモート制御コマンド」としての意味と、リモート制御実行に制約を与える

「アクセス制御仕様」としての意味が包含されている。機器のリモート制御に関して、この両者を包

含する従来技術は存在しないので、その意味で新規性の高い技術である。 
(1)リモート制御コマンドとしての特質 
リモート制御コマンドに関しては、従来技術は、ECHONET、UPnP などホームネットワーク内で

のリモート制御にとどまっている。家庭外からのリモート制御に関しては、機器ベンダが個別機器

対応の独自プロトコルでリモート制御サービスを実施しているのみで、オープンな仕様は現時点で

は存在しない。その意味で、機器利用権メッセージは、機器制御に関してインターネットサービス

とホームネットワークを接続する有用な技術と考える。 
(2)アクセス制御技術としての特質 
機器利用権メッセージは、ユーザのサービス認許内容を示すものである。ホームコントローラ側だ

けでローカルに設定するアクセス制御機能と比較して以下の点で優位点がある。 
・PKI 技術に基づいたサービス提供者の認証と、機器制御に関して、機器の所有者とサービス提供

者との合意シーケンスの導入による「サービス機能認可」が可能になり、機器所有者（消費者）

に安全・安心を提供することができる。 
・機器利用権では、サービス提供者側が基本メッセージを作成するので、ホームコントローラ側で

複雑なアクセス制御テーブルの設定が不要となる。これにより、消費者に簡単な操作 IF を提供

できる。 
・ホームコントローラ側でのアクセス制御リスト設定では、サービス内容とコントローラの設定ミ

スマッチが避けられないが、機器利用権では、サービスとアクセス制御のマッチングが自然と処

理されるので、ホームコントローラ側の設定ミスでサービスが受けられなくなるなどの現象が発

生しない。 
・本メッセージ形式による標準化により、個別機器仕様に依存しない安全なアクセス制御が実現で

き、サービス提供者と機器提供者が異なった場合でもサービス提供が可能となる。 
 

2.7-2-4. 機器利用権管理システムの開発 
「機器利用権メッセージ仕様」の実装検証のため、「機器の利用権管理システムのリファレンス実装プ

ログラム」を開発した。開発した機器利用権管理システムのリファレンス実装プログラムは、ホームコ

ントローラ側とサービス提供者側に分かれている。 
「機器利用権によるアクセス制御リファレンス実装プログラム」は、「利用権管理機能」と「アクセス

制御機能」から構成される。「利用権管理機能」はサービスポータル（サービス提供者）側のモジュール

であり、「アクセス制御機能」はホームコントローラ（ユーザ）側のモジュールである。 
「利用権管理機能」及び「アクセス制御機能」の実装ソフトウェア構成を図 2.7-7 に示す。サービス

ポータル、ホームコントローラとも OS は Linux を利用し、その上にデータベース以外はオープンソー

スを基本に構築している。図中において、サービスアプリケーションから機器利用権管理システムを見

ると、サービスポータル側は、利用権ライブラリが、ホームコントローラ側は、アクセス制御ライブラ

リが、アプリケーションインタフェースとなる。 
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サービスポータル

サービス
アプリケーション

Java（JDK1.5.0）

OS（Fedora Core 6）

暗号ライブラリ
（rcrm_cipherlibrary.jar,libCipher_AccCtl.so）

ログ出力ライブラリ（log4j-1.2.8.jar）

XML_Securityライブラリ（xmlsec-1.3.0.jar）

CLASSES12ライブラリ（classes12.jar）

COMMONS_LOGGINGライブラリ
（commons-logging.jar）

Xercesライブラリ（xercesImpl.jar）

機器利用権によるアクセス制御

サービスポータル

共通ライブラリ（rcrm_commonlibrary）

暗号ライブラリ（OpenSSL0.9.8b）

DB

Oracle 10ｇ

利用権管理ライブラリ（rightmanager.jar）

ホームネットワーク I/F
（echonetobject.jar）

署名 I/F
（rcrm_interface.jar）

許諾内容 I/F
（rcrm_interface.jar）

Java（JDK1.5.0）

OS（Fedora Core 6）

アクセス制御ライブラリ（accesscontroller.jar）

ログ出力ライブラリ（log4j-1.2.8.jar）

XML_Securityライブラリ（xmlsec-1.3.0.jar）

CLASSES12ライブラリ（classes12.jar）

COMMONS_LOGGINGライブラリ
（commons-logging.jar）

Xercesライブラリ（xercesImpl.jar）

機器利用権によるアクセス制御

ホームコントローラ

共通ライブラリ（rcrm_commonlibrary）

ホームコントローラ

サービス
アプリケーション

サービスポータル

サービス
アプリケーション

Java（JDK1.5.0）

OS（Fedora Core 6）

暗号ライブラリ
（rcrm_cipherlibrary.jar,libCipher_AccCtl.so）

ログ出力ライブラリ（log4j-1.2.8.jar）

XML_Securityライブラリ（xmlsec-1.3.0.jar）

CLASSES12ライブラリ（classes12.jar）

COMMONS_LOGGINGライブラリ
（commons-logging.jar）

Xercesライブラリ（xercesImpl.jar）

機器利用権によるアクセス制御

サービスポータル

共通ライブラリ（rcrm_commonlibrary）

暗号ライブラリ（OpenSSL0.9.8b）

DB

Oracle 10ｇ

利用権管理ライブラリ（rightmanager.jar）

Java（JDK1.5.0）

OS（Fedora Core 6）

暗号ライブラリ
（rcrm_cipherlibrary.jar,libCipher_AccCtl.so）

ログ出力ライブラリ（log4j-1.2.8.jar）

XML_Securityライブラリ（xmlsec-1.3.0.jar）

CLASSES12ライブラリ（classes12.jar）

COMMONS_LOGGINGライブラリ
（commons-logging.jar）

Xercesライブラリ（xercesImpl.jar）

機器利用権によるアクセス制御

サービスポータル

共通ライブラリ（rcrm_commonlibrary）

暗号ライブラリ（OpenSSL0.9.8b）

DBDB

Oracle 10ｇ

利用権管理ライブラリ（rightmanager.jar）

ホームネットワーク I/F
（echonetobject.jar）

署名 I/F
（rcrm_interface.jar）

許諾内容 I/F
（rcrm_interface.jar）

Java（JDK1.5.0）

OS（Fedora Core 6）

アクセス制御ライブラリ（accesscontroller.jar）

ログ出力ライブラリ（log4j-1.2.8.jar）

XML_Securityライブラリ（xmlsec-1.3.0.jar）

CLASSES12ライブラリ（classes12.jar）

COMMONS_LOGGINGライブラリ
（commons-logging.jar）

Xercesライブラリ（xercesImpl.jar）

機器利用権によるアクセス制御

ホームコントローラ

共通ライブラリ（rcrm_commonlibrary）

Java（JDK1.5.0）

OS（Fedora Core 6）

アクセス制御ライブラリ（accesscontroller.jar）

ログ出力ライブラリ（log4j-1.2.8.jar）

XML_Securityライブラリ（xmlsec-1.3.0.jar）

CLASSES12ライブラリ（classes12.jar）

COMMONS_LOGGINGライブラリ
（commons-logging.jar）

Xercesライブラリ（xercesImpl.jar）

機器利用権によるアクセス制御

ホームコントローラ

共通ライブラリ（rcrm_commonlibrary）

ホームコントローラ

サービス
アプリケーション

 
図 2.7-7 機器利用権管理システムのソフトウェア構成 

 
2.7-3. 省エネのためのリモート制御アプリケーションの開発 
2.7-3-1. 省エネ制御アプリケーションのサービスシナリオ 
一般家庭に対するリモートからの機器制御には、機器所有者が自ら制御する場合と、サービス提供者

によるセンター型自動制御の 2 つの制御形態がある。省エネ制御のシステムモデルとして、NEDO が、

2003 年度から 2005 年度にかけて実施した HEMS（Home Energy Management System）実証実験プ

ロジェクトのモデルを参考に、以下の 4 つのサービスシナリオに基づく省エネ制御アプリケーションを

設計した。 
(1) 消費電力レポートサービス 
家人の許可を受け、サービス提供者が家庭全体の消費電力量および各機器の消費電力量を定期的に収

集し、その消費電力量を日別および時間帯別グラフ化して消費者にレポートとして提供する。機器利用

権を使用して情報を収集し、収集データを匿名化機能により安全に管理、活用するアプリケーションの

具体例を示すことを狙いとする。電力量情報の収集において、家庭識別情報と収集データの関連付けを

疎結合とすることでセキュリティ強化を図っている。 

 

サービスプロバイダサービスプロバイダ

・定期的に利用権を行使し、エアコンの積算消費電力を取得

消費電力レポートサービスに加入
＝積算消費電力を取得する利用権を発行

機器所有者

コントローラ
・取得したデータから消費電力グラフ，アドバイス等を出力して報告

・データ管理は匿名化処理を施し、第三者漏洩の危機を防御 電力量センサ

エアコン

電力量メータサービスプロバイダサービスプロバイダ

・定期的に利用権を行使し、エアコンの積算消費電力を取得

消費電力レポートサービスに加入
＝積算消費電力を取得する利用権を発行

機器所有者

コントローラ
・取得したデータから消費電力グラフ，アドバイス等を出力して報告

・データ管理は匿名化処理を施し、第三者漏洩の危機を防御 電力量センサ

エアコン

電力量メータ

 
図 2.7-8 消費電力レポートサービス 

 
(2)省エネモード制御サービス 
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電力供給元などの外部情報提供に基づき省エネが必要と判断された場合に、第三者であるサービス提

供者が代行して地域全体を対象とした個々の家庭内の機器を操作するサービス（EMS: Energy 
Management Service）である。機器利用権を使用して、許可された家庭のみを対象に、許可された制

御内容に基づき機器を制御するアプリケーションの具体例を示すことを狙いとしている。本サービスで

は、外部 Web サービスから定期的に制御サービス対象地域の電力需要予測情報を得て、省エネ制御サー

ビスを実行する。地区毎に定められた電力需要予測値がしきい値を越えた場合、地域単位で省エネ制御

を行う。また制御結果はセンターで監視することができる。 
 

  

サービスプロバイダサービスプロバイダ

・外部情報と連携して、EMS制御の利用権を行使

省エネモード制御サービスに加入

＝EMS制御を許可する利用権を発行
＝省エネモードを制御する利用権を発行

機器所有者

コントローラ

・機器所有者の設定に基づき機器を制御

外部情報（Webサービス）

・気象情報
・電力需要情報

・・・

外部情報（Webサービス）

・気象情報
・電力需要情報

・・・

サービス管理者

・動作状況の監視

サービスプロバイダサービスプロバイダ

・外部情報と連携して、EMS制御の利用権を行使

省エネモード制御サービスに加入

＝EMS制御を許可する利用権を発行
＝省エネモードを制御する利用権を発行

機器所有者

コントローラ

・機器所有者の設定に基づき機器を制御

外部情報（Webサービス）

・気象情報
・電力需要情報

・・・

外部情報（Webサービス）

・気象情報
・電力需要情報

・・・

サービス管理者

・動作状況の監視

 
図 2.7-9 省エネモード制御サービス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2.7-10 広域省エネモード制御サービス 

 
(3) 外出モード制御サービス 
外出モード制御サービスによる直接制御とは、外出先から携帯電話等を利用して、自宅の家電機器の

消し忘れ確認と消灯・停止（外出モードの状態確認・設定）ができるサービスである。利用権を使用し

て外出モードの設定を遠隔から設定できるアプリケーションの具体例を示すことを狙いとしている。 
 

サービス
提供者

地区A

地区B

地区C

地区A
を制御

Webサービス

電力需要予測
制御対象地区の
判断と制御実行

サービス
提供者

地区A

地区B

地区C

地区A
を制御

Webサービス

電力需要予測
制御対象地区の
判断と制御実行

地区A

地区B

地区C

地区A
を制御

Webサービス

電力需要予測
制御対象地区の
判断と制御実行

電力需要予測
制御対象地区の
判断と制御実行
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サービスプロバイダサービスプロバイダ

外出モード制御サービスに加入
＝外出モードを制御する利用権を発行

機器所有者

ホーム
コントローラ

・外出モード制御のためのユーザI/Fを提供

・外出中の機器所有者の指示に基づき利用権を行使

 
図 2.7-11 外出モード制御サービス 

 
(4) リモート機器制御サービス 
リモート機器制御サービスによる手動制御とは、リモートから自宅の電気機器を操作することができ

るサービスで、機器利用権を使用した も基本的な実装例である。 

 

サービスプロバイダサービスプロバイダ

家庭用機器操作サービスに加入
＝各機器を制御する利用権を発行

機器所有者

ホーム
コントローラ

・家庭用機器制御のためのユーザI/Fを提供

・機器所有者の指示に基づき利用権を行使

サービスプロバイダサービスプロバイダ

家庭用機器操作サービスに加入
＝各機器を制御する利用権を発行

機器所有者

ホーム
コントローラ

・家庭用機器制御のためのユーザI/Fを提供

・機器所有者の指示に基づき利用権を行使

 
図 2.7-12 リモート機器制御サービス 

 
2.7-3-2. 機器利用権と省エネアプリケーションの関係 

機器利用権とは、サービス提供者と利用者が合意した制御内容に基づき生成されるメッセージであり、

機器利用権を省エネアプリケーションで利用することにより、リモートからの制御を安全に行うことが

可能となる。機器利用権の生成発行は以下の手順としている。 
(1) サービス提供者は、制御サービスの契約内容に基づき機器利用権の雛形を用意しておく 
(2) 利用者がサービスの利用を申込んだ時点で、サービス提供者が制御内容に沿った機器利用権の申

請情報を利用者に送付する 
(3) サービス提供者からの機器利用権申請に対して、利用者が明示的な許可操作を行い、機器利権を

発行する 
機器利用権の申請や作成については、本プロジェクトで別途開発している機器利用権によるアクセス

制御機能で実現しており、省エネアプリケーションとしては、機器利用権によるアクセス制御機能から

提供されるインタフェースを用いることで、簡単に機器利用権を扱うことが可能である。図 2.7-13 に機

器利用権発行までの流れを示す。 
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図 2.7-13 機器利用権発行の流れ 

 
2.7-3-3. 省エネ制御アプリケーション・リファレンス実装プログラムの開発 
前項のサービスシナリオを基に、機器利用権の活用方法およびその有効性を検証するために、省エネ

制御アプリケーション・リファレンス実装プログラムを開発した。図 2.7-14 にリファレンス実装プログ

ラムの構成図を示す。 
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図 2.7-14 省エネ制御アプリケーション・リファレンス実装プログラム構成図 

 
2.7-3-4. 匿名化機能の実現方式 

情報家電ネットワークの普及に必要不可欠なプライバシー保護の観点から、データの匿名性・秘匿性

の実現方式を検討し、開発を行った。匿名化の方式としては匿名化を実施した際に利用した個人とデー

タの対応表を破棄し、個人とデータの連結を行えないようにする「連結不可能匿名化」と、必要な場合

に個人を特定できるように対応表を保持しておく「連結可能匿名化」の 2 種類の方式が一般的である。 
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今回匿名化機能を利用する消費電力レポートサービスは、ユーザに対し本人から取得した消費電力量

をレポートとして提示する必要があるため、個人の特定が可能な「連結可能匿名化」を採用している。 
図 2.7-15 に匿名化処理の概念図を示す。 

(1) ユーザ情報とデータ情報は独立 DB とする。 
(2) 連結 DB はユーザ ID とデータ ID を別表で管理し、個人宅を識別するホームコントローラ識別情報

(GW-Info)の片方をサービス事業者が管理する共通鍵で暗号する事で、DB 情報が漏洩した場合でも

個人とデータの関係を特定できない構造とする。 
(3) データ ID はデータ取得の単位で発行し、データ ID による連結もできない構造とする。 
(4) 個人宅を識別するホームコントローラ識別情報(GW-Info)は、通信路上の安全確保のための通信路上

での暗号化(匿名 ID）と、データベース格納上の暗号化（秘匿 ID）の 2 種類の暗号化を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2.7-15 匿名化処理の概念図 

 
2.7-3-5. Web サービスと連携した省エネ制御の技術仕様 

Web サービスと連携した省エネ制御サービスの実現においては、Web サービスの活用法に次の 2 通

りがある。 
・省エネ制御アプリケーションが必要とする情報を外部 Web サービスから得る。 
・省エネ制御アプリケーション自体が Web サービスとなり、サービスポータル経由で省エネ制御を 
実施する。 

省エネ制御サービスのシステム構成を、Web サービスのこの 2 つの活用方法に基づいて検討し、システ

ム開発を実施した。 
 

(1) 外部 Web サービス情報を利用した省エネ制御の技術仕様 
今回の開発では、個人宅のみならず広域レベルでの省エネを実現するため、外部 Web サービス情報と

して地域単位の需用電力量予測 Web サービスを想定した。図 2.7-16 に、この Web サービス情報を活用

した省エネ制御サービスの概念図を示す。 
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需要予測サービス

Ｗｅｂサービス

消費電力情報

気象情報

省エネサービス

収集した消費電力情報や
気象情報から需要予測を
実施し、各地区毎の需要
電力量予測値をリスト公開。

需要電力量予測に従い
制御有無を判断し、対象
地区へ省エネ制御を指示。

Ｗｅｂサービス連携

年月日、地区コード、需要電力量予測値(万KW)
　<!-- //需要電力量予測データフォーマット -->
　　<Information executedate=”yyyy/mm/dd”
　　　 estimatedate=”yyyy/mm/dd”　tdfkn=”14” / >
　　<PowerPeakData>

　 <PowerPeakAreaData skcsn=”205”>
　 <Demandpower starttime=”06:00”>
　 130
　</Demandpower>
　 <Demandpower starttime=”06:30”>
　 80
　</Demandpower> 

<d:arearequest xmlns:d=
‘接続先URL/”>
　　<tdfkn>14</tdfkn>
　　<skcsn>205</skcsn>
</d:arearequest>
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地区へ省エネ制御を指示。
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　<!-- //需要電力量予測データフォーマット -->
　　<Information executedate=”yyyy/mm/dd”
　　　 estimatedate=”yyyy/mm/dd”　tdfkn=”14” / >
　　<PowerPeakData>

　 <PowerPeakAreaData skcsn=”205”>
　 <Demandpower starttime=”06:00”>
　 130
　</Demandpower>
　 <Demandpower starttime=”06:30”>
　 80
　</Demandpower> 

<d:arearequest xmlns:d=
‘接続先URL/”>
　　<tdfkn>14</tdfkn>
　　<skcsn>205</skcsn>
</d:arearequest>

 
図 2.7-16 Web サービス情報を活用した省エネ制御サービス 

 
① 需要電力量予測 Web サービスは、都道府県・地区町村単位に向こう 6 時間（データは 30 分毎）の

需要電力量の予測情報を提供するサービスを想定する。 
② 需要電力量予測 Web サービスに対して、地域情報（都道府県コード及び市区町村コード）を指定す

ることよって、該当地区の電力需要予測情報が表 2.7-5 の形式で得られるものとする。 
 

表 2.7-5 需用電力量予測 XML データ定義 
タグ名 内容 

Information 予測日及び予測対象県 
 属性 内容 
 executedate 予測実施日（yyyy/mm/dd） 
 estimatedate 予測対象日（yyyy/mm/dd） 
 tdfkn 都道府県コード（総務省地方公

共団体コードの上 2 桁） 
PowerPeakData 需要電力予測リストの開始 

地域予測リストの開始 
属性 内容 

PowerPeakAreaData 

skcsn 市区町村コード（総務省地方公

共団体コードの下 3 桁） 
需要電力量予測値 

属性 内容 
Demandpower 

starttime 予測開始時間（hh:mm） 
 
③ 需用電力量予測 Web サービスを活用した省エネ制御として、地区毎に定められたピークのしきい値

を越えた場合、地域単位で省エネ制御を行う。 
  ・地区毎の需要電力量予測値が表 2.7-12 の XML 形式で提供される 
  ・省エネサービス事業者は需要予測情報を活用し、表 2.7-6 の条件に基づき制御の必要可否を自動判
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別して制御を実行する。 
・地区単位で一括制御（前述の省エネモード制御を該当地区のサービス対象家庭に実施）することよ

り、広域的な省エネ制御を実行する。 
 

表 2.7-6 制御判定基準 
現在の制御状況 

制御判定基準 
ON OFF 

予測＞しきい値 － ON 制御 
予測＜しきい値 OFF 制御 － 

 
(2) 外部 Web サービスによるリモート制御サービスの提供 
リモート制御サービスは、サービス提供者やその運用形態によってシステム構成が変わる可能性があ

る。システム構成として、サービスアプリケーションをサービスポータル上に集約させた構成と、外部

にサービスアプリケーションを配置する構成が考えられ、外部にサービスを配置する場合は、サービス

ポータルからは、外部 Web サービスと位置付けられる。図 2.7-17 にサービスアプリケーションを外部

Web サービス上に配置した場合の構成を示す。 
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図 2.7-17 サービスアプリケーションを外部 Web サービス上に配置した構成 

 
省エネ制御アプリケーションを外部Webサービスとして実装する場合、機器利用権メッセージがWeb

サービス経由でサービスポータルに送信され、さらにサービスポータルから高信頼リモート管理プロト

コル通信を通じて家庭のホームコントローラに転送される形態を取ることができる。機器利用権メッセ

ージは XML 形式であるため、このような Web サービス連携の通信データとしての利用が容易である。 
省エネ制御アプリケーションがサービスポータル内に配置される場合でも、サービスポータル外に配

置される場合でも、制御ロジックは同じ機器利用権メッセージで処理できるため、外部 Web サービスの

開発者は、サービスポータルとの通信メッセージを新たに設計する必要がない。これによって、サービ

スポータルに外部 Web サービスとして実装される様々な省エネ制御サービスを統合することができる。 
 

2.7-3-6. 家庭向け省エネ制御検証システムの開発 
前述した省エネのためのリモート制御アプリケーションを利用し、機器利用権管理、機器認証運用管

理技術、高信頼リモート管理技術を連携させた家庭向け省エネ制御検証システムを開発した。 終的な

機器操作部分については、ECHONET 通信および赤外線通信による家電機器の制御に対応している。

図 2.7-18 に家電連携機能の構成を示す。 
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図 2.7-18 家電連携機能の構成 

 
家庭向け省エネ制御検証システムを用いて、サービス加入から家電機器制御までの一連の動きが問題な

く動作することを確認し、省エネ制御サービスの安全性、相互運用性確保のための実装技術としての有

効性を検証した。検証環境を図 2.7-19 に示す。 
 

 
図 2.7-19 家庭向け省エネ制御検証システム 
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2.7-4. ビル・マンション向け省エネ運用システムの開発 
通常、マンションに入居している一般家庭やビル内で営業している店舗等のテナントでは、省エネル

ギーに関する意識が統一されているわけではなく、好きなときに好きなだけエアコンや照明といった家

電機器を動作させて、電力を消費している。 
また、マンションやビル全体で見た場合、入居者の省エネルギー意識が統一されていない以上、ある

時間帯への電力消費の集中が避けられず、マンションやビルを管理する業者にとっては、電力供給者と

の契約電力が大きくなってしまうという課題がある。 
そのようなビルやマンション内の一般家庭等の需要家に対して、各需要家から少しの時間ずつ省エネ

ルギーへの協力を募り、協力を得られた需要家が使用しているエアコンや照明のような家電機器への制

御をセンターにて集中して管理・実施することにより、ビル全体、マンション全体での省エネルギーを

実現することを目的として、ビル・マンション向け省エネ運用システムを開発した。 
 
2.7-4-1. ビル・マンション向け省エネ運用方式 
(1) 省エネ運用方式の仕組み 
ビル・マンション向け省エネ運用方式として、まず初めにビル管理者、マンション管理者とテナント、

一般家庭との間で機器利用権の授受を行う。今後、ビルやマンションの管理者を集約需要家、テナン

トや一般家庭を個別需要家と呼ぶ。集約需要家が機器利用権を得た個別需要家の家電機器に対しての

み、制御を行うことが出来る。また、特定規模電気事業 PPS（Power Producer and Supplier）等の

電力供給者から集約需要家に対して、ビル全体、マンション全体の消費電力を抑制するよう制御情報

を送ることも可能とする（図 2.7-20）。 
 

電力会社計量器
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•電力消費情報
•利用権応札情報
•コスト情報

電力
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•制御情報

•制御情報

•計測情報
•同時同量制約情報

•負荷低減可能量情報

自家発設備

•発電電力情報

温水器

空調
PC

省エネ運用
システム端末

電力供給者保有
需給管理システム 個別電力量計

集合
住宅等

一般家庭

発電設備

・利用権

入札情報

 
図 2.7-20 ビル・マンション向け省エネ運用システムの構成概要 

 
(2) 機器利用権の入札と応札 
機器利用権の授受の際は、個別需要家にて３０分単位で各家電機器の機器利用権に値付けを行い、集

約需要家に入札する。集約需要家は個別需要家から集まってきた機器利用権の入札情報に対して、各

時間帯での制御に必要な電力分のみを入札価格の安いものから順に応札し、その応札結果を個別需要

家に連絡する。 
 
(3) 負荷制御の実施 
集約需要家ではビル・マンション全体での消費電力量を常時計測している。また集約需要家は個別需



Ⅲ-2.7-18 

要家の負荷予測を制御実施日の前日に実施する。制御実施日のビル・マンション全体での 30 分間の

消費電力量が当該時間の負荷予測値を超過しそうになった場合に、機器利用権を得た家電機器に対し

て、例えば、冷房運転実施中のエアコンであれば、設定温度を高くするといった省エネルギーを実現

するための制御を実施する。 
 
(4) 省エネへの貢献度評価 
また、個別需要家の家電機器に対して制御を行った際は、省エネルギー貢献のインセンティブを集約

需要家から個別需要家に対して与えるようことで評価する。また、インセンティブを与えることで個

別需要家の省エネルギー意識が高まることが期待できる。 
 
2.7-4-2. ビル・マンション向け省エネ運用システムの試作 

ビル・マンション向け省エネ運用を行うために、翌日の運転計画を実施し、運用実施当日には負荷を

制御するアルゴリズムを開発した。また、開発したアルゴリズムをベースとして、ビル・マンション向

け省エネ運用システムのプロトタイプを開発した。 
 
・翌日計画機能 

 
図 2.7-21 翌日計画機能の概要 

 
翌日計画機能では、まず個別需要家にて各家電機器の機器利用権を集約需要家に譲渡する際の希望価

格と機器利用権を譲渡する時間帯を設定し、それを入札情報として、集約需要家に連絡する。 
集約需要家では、過去の個別需要家の消費電力量と家電機器の運転状況を管理しており、個別需要家の

家電機器に対して負荷制御が実施された時間帯の負荷実績データ、及び、運転状況実績から翌日の個別

需要家の負荷予測と家電機器運転予測を実施する。 
上記の入札情報と予測情報から、個別需要家別、機器別の制御実施の優先順位テーブルを作成する。
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また、電力供給者からの消費電力抑制希望量と抑制希望量に対する価格情報を受け取り、負荷制御を実

施した場合のコストメリットを計算する。コストメリットが想定される場合は、優先順位テーブルの順

位に従い、個別需要家からの機器利用権買取を決定する。その後、機器利用権の買取時の価格と時間帯

情報を個別需要家に連絡する。 
集約需要家では、個別需要家全体の負荷予測を合計した値と機器利用権の利用により抑制できる消費

電力を翌日計画として、省エネ運用システムに登録し、翌日の負荷制御実施の基本情報とする。 
 
・負荷制御機能 

 
図 2.7-22 負荷制御機能の概要 

 
負荷制御機能では、一定周期で各家電機器の機器運転実績（機器の ON/OFF 情報やエアコンの設定温度

のような運転設定状況）を取得すると共に、個別需要家の電力量計から負荷実績を計測収集する。負荷

実績、運転実績から抑制可能な負荷を常時計算すると共に、負荷実績が負荷予測に対して大きいか小さ

いかを比較し、30 分間で予測値を超過するかどうかを計算する。 
予測値超過が予測された場合、または電力供給者から負荷制限指令を受信した場合に、前日に決定した

優先順位テーブルを参照し、消費電力を要求されたレベルに低減できるまで、優先順位の高い家電機器

に対して制御を実施する。なお、制御を行う際は、例えばエアコンや照明を OFF 状態とすると個別需

要家に不快感を与え、以降の協力を断られる可能性があるため、冷房中であれば設定温度を２度まで上

げるようにし、照明であれば輝度を少し下げるといった制御を行うことにより、ビル全体、マンション

全体での省エネルギーを実現する。また、制御実施中は個別需要家に対して、負荷制御を実施中である

こと、消費電力量を通知する。 
個別需要家が機器利用権を譲渡した後、制御を行う当日になって家電機器に制御を掛けて欲しくない状

況になった場合は、個別需要家にて家電機器の操作により機器利用権の買戻し負荷制御からの強制解除

を可能としている。但し、集約需要家は期待していた制御容量を確保できないというリスクを負うこと
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になるため、個別需要家は集約需要家に対して、ペナルティを支払うルールとする。 
集約需要家は個別需要家毎の消費電力量、機器利用権の購入、機器利用権を用いた制御によるインセン

ティブ、機器利用権解除によるペナルティを 30 分単位で管理し、料金計算を行う機能を有している。 
 
2.7-4-3. 開発技術評価 
今回開発したビル・マンション向け省エネ運用システムプロトタイプを用いて、以下の条件でシミュ

レーションを実施し、開発技術を評価した。図 2.7-23 にシミュレーションモデルを示す。 
 

集合住宅

１軒の需要家が保有する設備

○制御可能機器

・エアコン３台、照明３台、温水器１台

○制御不可機器

・TV、冷蔵庫等、上記以外のもの

上記需要家が計100軒の集合住宅を想定

需要家は以下のようにグルーピング

A:１軒、B:１軒、C:３軒、D:５軒、E:10軒、
F:10軒、G:20軒、H:25軒、I:25軒

例えばグループDの機器が制御対象となった場
合は５軒分の需要家の機器に対して制御を実施
する

電力供給者

集約需要家

個別需要家

11.28円/kWhで購入

10時～17時は

16.36円/kWhで購入

19.73円/kWhで売電

250Wh/30分以上は

23.65円/kWhで売電

機器利用権の価格
エアコン：１円/30分
照明：0.5円/30分  

図 2.7-23 シミュレーションモデル 
 
１軒の需要家が保有する家電機器の中で制御可能な機器として、エアコンが３台、照明が３台、温水

器が１台を保有しているものとする。このような需要家が 100 軒集まった集合住宅をシミュレーション

モデルとして想定する。また、シミュレーションを効率的に実施するため、100 軒の需要家を次のよう

な９つのグループに分ける。A：１軒、B：１軒、C：３軒、D：５軒、E：10 軒、F：10 軒、G：20 軒、

H：25 軒、I：25 軒。シミュレーションでは C グループの家電機器が制御対象となった場合は、３軒の

需要家の家電機器に対して、一斉に制御を実施することとしている。 
電力供給者と集約需要家の間では、電力料金を 11.28 円／kWh とし、10 時から 17 時の間は 16.36 円

／kWh で契約が結ばれているものとする。集約需要家と個別需要家の間では、電力料金は 19.73 円／

kWh で契約が結ばれているものとする。なお、250kWh／30 分の場合は、その時間帯の電力料金が 23.65
円／kWh に料金体系が変更されるものとする。機器利用権の価格は、一律でエアコンは１円／30 分、

照明は 0.5 円／30 分とする。 
１軒の個別需要家の電力消費パターンとして、以下の 2 つのパターンを想定した。 
パターン 1 

 昼間も在宅している需要家を想定し、起床後に電力消費が急激に立ち上がり、昼間時から夜間に掛

けてピーク状態が続き、就寝時に電力消費が下がるパターンとする。温水器は深夜帯のみに動作す

るものとする（図 2.7-24）。 
パターン 2 

昼間は不在の需要家を想定し、起床後に電力消費が急激に立ち上がり、昼間時の電力消費がほとん

ど無い状態が続き、夕方から夜間に掛けて電力消費が再度増加し、就寝時に電力消費が下がるパタ

ーンとする。制御を実施できるエアコンや照明といった機器は、昼間は動作していないものとし、

温水器は深夜帯のみに動作するものとする（図 2.7-25）。 
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1軒の個別需要家の電力消費パターン
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図 2.7-24 需要家の電力消費パターン（昼間在宅） 
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図 2.7-25 需要家の電力消費パターン（昼間不在） 

 
結果例として、昼間在宅パターンでのシミュレーション結果を図 2.7-26 と図 2.7-27 に示す。図 2.7-26

のグラフでは、赤線で表示されている折れ線グラフが個別需要家グループ A の負荷実績を示しており、

青線で表示されている折れ線が負荷予測値を示している。また、グループ A の家電機器に対して制御が

実施された時間帯を黄色ハッチングで示している。制御が実施された時間帯においては、負荷実績値が

負荷予測値を下回っていることが分かる。図 2.7-27 は、どの家電機器に対して制御が行われたかを 30
分単位で監視、確認するための画面であり、機器利用権の契約状況、家電機器の動作状況、機器利用権

を買い取った家電機器に対して制御が実施されたか否か、機器利用権の買戻しがあったか否かを表示し

ている。この画面により、いつ、どの個別需要家のどの家電機器に対して制御を実施したかを知ること

ができる。 
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図 2.7-26 シミュレーション実施結果 

 

 
図 2.7-27 シミュレーション実施結果（その２） 

 
2.7-4-4. 省エネ効果評価 

前述のシミュレーションモデルを用いて、以下のケースについて省エネ効果評価及び経済性評価を実

施した。評価項目は、①個別需要家の消費電力量と支払額、②集約需要家の消費電力量と収支の 2 項目

である。 
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ケース１：制御無しの場合。 
ケース２：100 軒中 5 軒の個別需要家から機器利用権の譲渡が得られ、それらが保有する家電機器に

対して制御を実施した場合。 
ケース３：100 軒中 20 軒の個別需要家から機器利用権の譲渡が得られ、それらが保有する家電機器

に対して制御を実施した場合。 
ケース４：100 軒中 50 軒の個別需要家から機器利用権の譲渡が得られ、それらが保有する家電機器

に対して制御を実施した場合。 
ケース５：100 軒中 50 軒の個別需要家から機器利用権の譲渡が得られ、それらが保有する家電機器

に対して制御を実施し、また、夜間動作している温水器に対しても、制御を実施した場合。 
 
昼間在宅の需要家を想定した電力消費パターンでの評価結果を、表 2.7-7 及び表 2.7-8 に示す。また、

昼間不在の需要家を想定した電力消費パターンでの評価結果を、表 2.7-9 及び表 2.7-10 に示す。 
集約需要家、すなわちマンション全体での消費電力量は、制御を実施しなかったケース１と比較して、

制御が実施されたケース２以降では省エネルギー効果が出ており、多くの個別需要家から協力が得られ

た方が省エネルギー効果が大きいことが確認された。また、集約需要家の収支については、電力供給者

への支払額はケース１と比較して、ケース２からケース５に進むにつれて、減少の割合が大きくなって

いるが、個別需要家からの収入がそれ以上の割合で減少している。 
例えば、マンション全体の消費電力量を管理し、本システムを運用しているのが、マンション管理組

合のような個別需要家による団体であれば、収支よりも省エネルギー効果が重要と思われるが、利益を

優先とする企業が本システムを運用している場合は、収支のバランスを考慮しつつ、どれくらいの個別

需要家から協力を得られたら利益が 大となるかを検討するような仕組みも必要となる。 
 

表 2.7-7 個別需要家の消費電力量と支払額（昼間在宅の需要家の場合） 
 ケース１ ケース２ ケース３ ケース４ ケース５ 
グループ A 
消費電力量 
（１日当たり） 

18,706Wh 
 
－－ 

14,467Wh 
 
23％減 

14,510Wh 
 
22％減 

14,571Wh 
 
22％減 

13,853Wh 
 
26％減 

グループ A の 
支払い額 
（1 日当たり） 

436 円 
 
－－ 

171 円 
 
61％減 

170 円 
 
61％減 

181 円 
 
58％減 

90 円 
 
79％減 

      
グループ D 
消費電力量 
（１日当たり） 

93,529Wh 
 
－－ 

93,194Wh 
（制御対象外） 
－－ 

74,013Wh 
 
21％減 

74,822Wh 
 
20％減 

71,233Wh 
 
24％減 

グループ D の 
支払い額 
（１日当たり） 

2,180 円 
 
－－ 

2,172 円 
（制御対象外） 
－－ 

1,243 円 
 
43%減 

1,341 円 
 
39%減 

1,078 円 
 
51%減 

 
表 2.7-8 集約需要家の消費電力量と収支（昼間在宅の需要家の場合） 

 ケース１ ケース２ ケース３ ケース４ ケース５ 
消費電力量 
（１日当たり） 

1,871 kWh 
 
－－ 

1,841 kWh 
 
2％減 

1,782 kWh 
 
5％減 

1,703 kWh 
 
9％減 

1,667 kWh 
 
11％減 

電力供給者へ
の支払い 
（1 日当たり） 

25,886 円 
 
－－ 

25,238 円 
 
3％減 

23,891 円 
 
8％減 

20,781 円 
 
20％減 

20,393 円 
 
21％減 

個別需要家か
らの収入 
（1 日当たり） 

32,113 円 
 
－－ 

30,778 円 
 
4％減 

27,903 円 
 
13％減 

24,132 円 
 
25％減 

21,609 円 
 
33％減 

集約需要家の 
収支（合計） 
（1 日当たり） 

6,227 円 
 
－－ 

5,540 円 
 
11％減 

4,012 円 
 
36％減 

3,351 円 
 
46％減 

1,216 円 
 
80％減 
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表 2.7-9 個別需要家の消費電力量と支払額（昼間不在の需要家の場合） 

 ケース１ ケース２ ケース３ ケース４ ケース５ 
グループ A 
消費電力量 
（１日当たり） 

11,220Wh 
 
－－ 

9,334Wh 
 
17％減 

9,532Wh 
 
15％減 

9,575Wh 
 
15％減 

8,857Wh 
 
21％減 

グループ A の 
支払い額 
（1 日当たり） 

255 円 
 
－－ 

131 円 
 
49％減 

141 円 
 
45％減 

158 円 
 
38％減 

10 円 
 
96％減 

      
グループ D 
消費電力量 
（１日当たり） 

56,104Wh 
 
－－ 

56,141Wh 
（制御対象外） 
－－ 

48,744Wh 
 
13％減 

49,877Wh 
 
11％減 

46,288Wh 
 
17％減 

グループ D の 
支払い額 
（１日当たり） 

1,273 円 
 
－－ 

1,273 円 
（制御対象外） 
－－ 

921 円 
 
28%減 

1,028 円 
 
19%減 

682 円 
 
46%減 

 
表 2.7-10 集約需要家の消費電力量と収支（昼間不在の需要家の場合） 

 ケース１ ケース２ ケース３ ケース４ ケース５ 
消費電力量 
（１日当たり） 

1,122 kWh 
 
－－ 

1,111 kWh 
 
1％減 

1,088 kWh 
 
3％減 

1,077 kWh 
 
4％減 

1,042 kWh 
 
7％減 

電力供給者へ
の支払い 
（1 日当たり） 

11,754 円 
 
－－ 

11,540 円 
 
2％減 

11,197 円 
 
5％減 

11,075 円 
 
6％減 

10,687 円 
 
9％減 

個別需要家か
らの収入 
（1 日当たり） 

18,544 円 
 
－－ 

17,900 円 
 
3％減 

16,988 円 
 
8％減 

16,552 円 
 
11％減 

13,299 円 
 
28％減 

集約需要家の 
収支（合計） 
（1 日当たり） 

6,790 円 
 
－－ 

6,360 円 
 
6％減 

5,791 円 
 
15％減 

5,477 円 
 
19％減 

2,612 円 
 
62％減 
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2.7-5. 開発成果の普及・標準化活動 
2.7-5-1. SPIA フォーラムでの標準化活動 
標準化活動として、「機器利用権メッセージ仕様」を、「情報家電サービス基盤フォーラム（SPIA : 

Forum on Service Platform for Information Appliances）」に提案し、情報家電リモート管理 SIG 及び、

SPIA フォーラム全体会議での承認を経て SPIA フォーラム標準として承認された。情報家電リモート

管理 SIG 及び SPIA フォーラムでの活動経緯は表 2.7-11 の通りである。 
表 2.7-11 機器利用権メッセージ仕様の標準化活動（SPIA フォーラム活動経緯） 

日付 会議タイトル 会議内容 
2006年2月1日 第１回「SPIA フォーラム技術会議」 サービスの安全性確保を実現し、相互運用を可能

とするための機器利用権仕様に関する SIG 設立

趣旨を説明 
2006年2月15日 第１回「情報家電リモート管理 SIG」 仕様検討の背景・目的に関する説明を実施。機器

利用権の概念検討を行い、SIG で議論を進めるこ

とを合意した。 
2006年5月31日 第２回「情報家電リモート管理 SIG」 機器利用権の仕様の概要検討を実施 
2006年9月4日 第３回「情報家電リモート管理 SIG」 機器利用権の仕様案提示（Ver.0.5 段階） 
2006年10月2日 第２回「SPIA フォーラム技術会議」 第 3 回までの検討成果の報告を実施。 
2006年12月14日 第４回「情報家電リモート管理 SIG」 機器利用権の仕様改定提示（Ver.0.8 段階） 
2007年2月26日 第３回「SPIA フォーラム技術会議」 「リモートアクセス制御機能」として機器利用権

のメッセージ形式をチュートリアルとして実施。

2007年2月23日～ 
2007年3月9日 

（SIG 内メーリングリストでの審議） 機器利用権の仕様（Ver.0.9 FINAL DRAFT）
を SIG 内にメールにて送付し、審議依頼を実施

した。本期間での異議はなかったため、SIG 内了

承とした。 
2007年5月14日～ 
2007年6月15日 

SPIA フォーラム内パブリックレビュ

ー 
機器利用権仕様（Ver.0.9 FINAL DRAFT）を

SPIA フォーラム参加各社へ送付し、フォーラム

内審議を依頼。本期間内に異議は無く、フォーラ

ム内承認が得られた。 
2007年7月18日 第５回「情報家電リモート管理 SIG」 パブリックレビューの結果報告、機器利用権処理

の実装例として「機器利用権リファレンスソフト

利用の手引き」の紹介とデモ 
2007年10月15日 第４回「SPIA フォーラム技術会議」 機器利用権仕様のSPIAフォーラム標準化報告及

び、「機器利用権リファレンスソフト利用の手引

き」の紹介とデモ実施 
2008年1月31日 第５回「SPIA フォーラム技術会議」 成果報告会と同時開催。「機器利用権とその応用」

のタイトルで説明とデモ実施 
 
2.7-5-2. 開発成果の公開 

SPIA フォーラムも含め、一般公開している開発成果を表 2.7-12 に示す。 
表 2.7-12 一般公開した開発成果一覧 

開発項目 公開物 
機器利用権メッセージ仕様書 Version1.0 （SPIA フォーラム） 
機器利用権リファレンスソフト利用の手引き（1.0 版） 

機器利用権によるアクセス制
御技術 

機器利用権管理システム・リファレンス実装プログラム 
（実行形式プログラム） 
省エネ制御アプリケーション・リファレンスソフト・システム仕様書 省エネのためのリモート制御ア

プリケーション 省エネ制御アプリケーション・リファレンス実装プログラム 
（ソース＆実行形式プログラム） 
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2.7-5-3. 研究発表・講演・特許 
SPIA フォーラム以外の場での研究発表・講演を表 2.7-13 に示す。また、プロジェクト期間中に出願

した特許を、表 2.7-14 に示す。 
 

表 2.7-13 研究発表・講演一覧 
発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者 
平成18年3月9日 情報処理学会 

第68回全国大会 
機器利用権によるアクセス制御 道下 学、釜坂 等、

北上 眞二 
平成18年5月1日 INTAP ジャーナ 

ル68 号 
デジタル情報機器が拓くユビキタ

ス情報システム (1)「リモート管理

・ポータル基盤技術」 

松岡 恭正 

平成19年3月7日 情報処理学会全国大会シ

ンポジウム(3)「情報家電ネ

ットワーク：技術とサービ

ス－ニーズとシーズとの

ギャップを埋める方策は

？－」 

情報家電サービス普及に向けた共

通プラットフォーム技術 
松岡 恭正 

平成19年6月8日 
 

サイバーワールド研究会 リモート制御のためのアクセス管

理 
釜坂 等、安田 晃久

北上 眞二、他 
平成19年7月4日 DICOMO2007 リモート制御サービスの安全性を

表現する機器利用権 
釜坂 等、安田 晃久

北上 眞二、他 
 

表 2.7-14 出願特許一覧 
出願日 受付番号 出願に係る 

特許等の標題 
出願者 

平成18年1月30日 特許出願

2006-21319 
アクセス制御システム及びアクセス制御方法 三菱電機株式会社

平成18年4月24日 特許出願

2006-119469 
遠隔制御システム 三菱電機株式会社

平成19年9月26日 特 許 出 願

2007-248891 
電力供給サービス提供システム 三菱電機株式会社

 
2.7-6. 今後の課題 
家電機器の安心・安全なリモート制御メッセージとして機器利用権仕様を設計し、機器利用権を用い

た省エネ制御アプリケーションの実装検証によって、省エネ制御サービスの安全性、相互運用性確保の

ための実装技術としての有効性を確認することができた。実装評価により有効性を検証した。一方で、

本プロジェクトの範囲外ではあるが、家庭内機器の管理やホームネットワークとの関連など、家庭内の

制御部分については課題があると認識している。開発成果の事業化の観点では、ビル・マンション向け

省エネ運用システムの事業化を検討しているが、以下の課題が存在している。 
(1) ホームコントローラ及びホームネットワークの課題 

ECHONET 他の各家電機器の固有制御 I/F との連携を効率的に管理できる仕組みの検討 
(2) ビルやマンション内のネットワーク環境 

近年は新設のマンションにおいては、マンション内の LAN 環境が整備されており、それを活用す

ることが有効であると考えている。LAN 環境の整備されていない既設マンションにおいては、PLC
技術を用いたネットワーク環境構築を視野に入れて検討する。 

(3) 個別需要家の電力量計からの消費電力量取得方式の検討 
電力量計からの情報収集については、パルス計測器の追加や、自動検針メータが無線対応への移行

された場合に、そのデータの共有可否の検討を進めていく。 
(4) 実証実験 

実用化の前に、マンション販売業者や住宅賃貸業者、テナントビル管理業者に本システムを提案し、

実際にビルやマンションで本システムの実証試験を行うことが必要である。現在、住宅賃貸業者や電

力供給者に提案活動を実施中である。 




