
パソコン�

テレビ受像機� インターネット�

ミニコンポ�
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パソコンやテレビ受像機など，他の機器が
内蔵するHDDに大切な映像コンテンツをミ
ラーリングし，保護する�

複数の機器に格納されたコンテンツのメ
タデータの中から，お気に入りのシーン
だけを組み合わせてオムニバス映像を生
成し，表示する�

HDDレコーダの録画アプリケーションをミニコンポ
から起動して，テレビ・ドラマを録画する�
インターネット上のWebサービスとパソコンのスケ
ジュール情報を組み合わせて出張の経路探索を行い，
結果をミニコンポのリモコン画面に表示する�

　ネットワークを経由した機器制御技術�
（Net―Tune，UPnPなど）�
　分散コンピューティング�
　時刻など機器情報の同期，など�

　分散ストレージ技術（MediaSpaceなど）�
　ネットワークを利用したミラーリング技術，など�

　記録媒体のコンテンツ共有技術（HighMAT，MPVなど）�
　メタデータ記述方式（MPEG―7，TV Anytimeなど）�
　ピア・ツー・ピア技術や意味検索技術（SIONetなど），など�

機能共有技術�

ディスク共有技術�

コンテンツ�
検索技術�
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家庭内ネットワークに接続した複数

のパソコンやAV機器を，あたかも1台

の機器のように扱える操作環境を実現

する――。大手家電メーカーやパソコ

ン・メーカーがこの究極の姿を目指し，

家庭内ネットワーク技術の開発に注力

し始めた（図1）。

技術開発のキーワードになるのが，家

庭内ネットワークの「インターネット

化」である。Ethernetのような物理イ

ンタフェースを備え，通信プロトコルは

TCP/IPやHTTPなどの，いわゆる

WWWベースの技術を使う。このイン

ターネット化を進めるときにカギを握る

のが，ファイル転送やストリーミング再

生，録音・録画などの処理に必要なデ

ータをスムーズに受け渡すソフトウエア

技術の開発である。

ここにきて，その中核となるソフトウ

エア技術を搭載した機器や，家庭内の

インターネット化を想定した次世代技

Cover Story

第2部

家電もインターネットも
3つの技術で1つに見せる

家庭内ネットワークでつながれた複数の機器を1台に見せる。

これを成り立たせるには，主に3つのソフトウエア技術が必要になる。

機能を互いに共有する技術。記録領域を1つに束ねる技術。

そして膨大なコンテンツの中から必要なものを抜き出す技術だ。

これらのソフトウエア技術を実装すべく

ソニーやオンキヨーなどの機器メーカーが動き出した。

そして家庭内ネットワークはインターネットに溶け出していく。

図1 ネットワークで
つながれた機器を1つ
に見せるために
家庭内外に分散した機
器を束ね，すべての機
器の機能やコンテンツ
を共有してあたかも1台
の機器に見せるには，
主に3つの課題を解決す
る必要がある。①分散
した機器をつなぎ，機
能を共有する技術，②
ストレージを共有する
技術，③分散したコン
テンツから所望のデー
タを取り出す検索技術，
である。
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術の研究開発が活性化している。XML

のようなデータ記述言語を用いて機器

間の連携を図るための制御技術，デー

タベース技術を駆使した検索技術など

の開発が急ピッチで進み始めた。

3つの技術が肝に
「家庭内にあるパソコンはどんどんAV

機能を取り込んでいる。逆にAV機器は

HDDなどを搭載しながらパソコンに近

づいている。やがて家庭内の至る所にコ

ンテンツなどを蓄えるサーバともいえる

機器が現れる」（複数のパソコン・メー

カーやAV機器メーカー）。今後は，家庭

内に分散した多くのパソコンやAV機器

が，それぞれデータを発信するホーム・

サーバ的な機能を備えることになりそう

だ注1）。複数のホーム・サーバが家庭内

ネットワークに接続し，インターネット

と同様の「緩やかな分散環境」を構築

する。

これを実現するときに重要になるソフ

トウエア技術は，大きく次に挙げる3つ

に分類できる（図1）。いずれも，複数

の機器が自動的に連携し合う仕組みを

つくり上げる技術だ。これらの技術を整

備することで，ユーザーは家庭内ネット

ワークの存在を意識せずに，1台の機器

を操作している感覚で複数の機器を扱

うことができるようになる。

①家庭内に存在する複数の機器が自

動的に連携し，それぞれの機器が備え

る機能やマイクロプロセサの処理能力

を融通し合う「機能共有」を実現する

技術開発が進んでいる。XMLなどのデ

ータ記述言語を使って，ほかの機器に

組み込んだアプリケーション・ソフトウ

エアを動作させる仕組みはその代表例

だ。その処理結果を手元にあるパソコ

ンやテレビ受像機などの機器に返し，

あたかも手元の機器が処理を実行した

かのように見せ掛ける。

②複数の機器に分散したHDDや光デ

ィスクなどの記録媒体を束ねて，仮想

的に1つの大きな記録領域に見せる「デ

ィスク共有技術」の開発も活性化して

いる。どの機器にアクセスしても，ユー

ザーが使える記録領域は同じに見える

ようにする。こうすることで，ユーザー

は機器を選ぶことなく，複数の機器に分

散した記録領域を効率的に利用できる。

③家庭内に分散した機器にそれぞれ

記録してあるファイルの中から，所望の

コンテンツを探し出す「コンテンツ検索

注1）家庭内のAV機器やパソコンはコンテンツなどを
蓄えるサーバであると同時に，データを受信するクラ
イアントでもある。「家庭内ネットワークにつながる
機器はコンピュータの世界とは異なり，サーバとクラ
イアントの区別がない」（NECカスタマックス マーケ
ティング本部マネージャー（商品企画グループ）の越
坂悦大氏）との指摘が多い。

通じ合いたい家電たち

GENA：generic event notification architecture HTTP：hyper text transfer protocol
HTTPMU：HTTP multicast over UDP HTTPU：HTTP unicast over UDP IP：internet protocol SOAP：Simple Object Access Protocol
SSDP：Simple Service Discovery Protocol TCP：transmission control protocol UDP：user datagram protocol UPnP：Universal Plug and Play

UPnPベンダー拡張� ソフトウエア・メーカーや�
機器メーカー�

米Microsoft Corp.�
（コアになる技術を提案）�

UPnP Forum�

メーカー独自の機能など�

仕様策定者� 利用可能な機能�

UPnP Forumが規定した�
機能など�

UPnP対応機の検出や�
機能の取得�

機器間通信�

UPnP Forum規定�

UPnPデバイス・アーキテクチャ�

SOAP

HTTP

HTTP

GENA

HTTPU

SSDPSSDP GENA

HTTPMU

TCPUDP

IP

注2）分散処理によってフォーマット変換する先駆け
となる例は既に登場している。2002年10月中旬に開
催された「WPC EXPO 2002」において，ソーテック
が参考出展した「Play@TV」がそれである。パソコン
に格納した映像や音楽などのデータをネットワーク経
由で同端末に送るとそれがテレビ受像機に表示される。
同端末はMPEG―2映像の復号化機能のみを備えるが，
パソコン側でMPEG―4映像が選択された場合には，パ
ソコン側でフォーマット変換を行ってからデータを送
出する。

注3）自動的に連携しているわけではないが，現在でも
同様の機能を実現している機器はある。例えばNECが
2002年10月10日に発表したホームAVサーバ「AX10」
と，同機と連携可能なソフトウエア「SmartVision/
PLAYER」を導入したパソコンを組み合わせれば，
AX10に保存したテレビ番組をパソコンに移動できる。
このデータを記録型DVD装置でDVD媒体に保存すれ
ば，DVDへの録画が可能なHDDレコーダと同等の機能
を実現できる。

図2 インターネット生まれの
UPnP
ネットワークを介して機器を制御す
る技術「UPnP」のプロトコル階層
を示した。UPnP対応機器の検出や
機能の取得といった基本的なアーキ
テクチャは米Microsoft Corp.が提唱
した。インターネットで培われた技
術をできるだけ使ったことが特徴で
ある。対象機器などに依存する部分
はWC（Working Committee）を設
け，UPnP Forumの参加企業が仕様
を作る。このほか機器メーカーなど
がUPnPベースで機能を拡張できる
ように，ベンダー拡張部を設けてい
る。



技術」も重要な役割を果たす。コンテ

ンツの属性情報を記した「メタデータ」

を用いたデータベースの検索技術や，ピ

ア・ツー・ピア接続を利用したコンテ

ンツ検索技術などの開発が進んでいる。

これらの技術を使えば，家庭内の機器

に格納した膨大なコンテンツから好きな

シーンだけを抜き出したり，それらをつ

なぎ合わせたオムニバス映像を制作した

りできる。

まずは機能の貸し借りから
①の機能共有技術で，ここにきてパ

ソコンやAV機器への搭載が始まったの

は，IPネットワークを介して，家庭用

パソコンやAV機器を制御する技術だ。

XMLなどのデータ記述言語で書いたプ

ログラム文書をやりとりすることで，自

分が持っていない機能をほかの機器に

実行してもらう。記録・再生機能や，

ファイルの保存，コンテンツのフォーマ

ット変換といった処理を，家庭内ネッ

トワークに接続したAV機器やパソコン

で連携し合うのが狙いだ注2）。

例えば，台所にある小型液晶テレビ

のリモコンを使って，無線LANで接続

した居間のHDDレコーダを操作し，テ

レビ番組を録画予約する。そのときに，
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注4）ソニーが今回採用したのはUPnP AV仕様のバージ
ョン1.0である。これまでも同社のパソコン「VAIO」
に搭載された録画用ソフトウエア「GigaPocket」と
「PicoPlayer」を組み合わせれば，独自プロトコルを使
って別のパソコンに格納されたコンテンツを再生する
ことは可能だった。今回UPnPに切り替えた理由は，
他社製品を含めた「機器間の相互接続性を確保した
い」（同社 バイオノートブックコンピュータカンパニ
ー バイオデスクトップコンピュータカンパニー 商品
企画部 プロモーション課 統括課長の露木順司氏）と
いう理由が大きいという。

録画したテレビ番組のファイルを子供

部屋にあるパソコンに転送し，DVD―R

ディスクに保存しておくよう指示できれ

ば，ユーザーからは2台の機器の連携す

る様子があたかもDVD録画機能付きの

HDDレコーダのようにみえる注3）。

こうした機能を実現する先駆けとな

る技術を，機器が1対1でつながる最も

簡単なネットワーク形態で実現してい

るのが，例えばソニーが発売したパソコ

ン向けの周辺機器「ルームリンク」であ

る。この機器は，パソコンとテレビ受像

機の仲介役を果たす。MPEG―2形式の

映像データを復号化する機能を備えて

おり，パソコンに蓄えたテレビ番組など

の映像データを読み出し，Ethernetな

どを経由してテレビ受像機に表示でき

る。ユーザーは，ルームリンク用のリモ

コンとテレビ受像機に表示されたGUI

画面を介して，パソコンに対してコンテ

ンツの転送や録画などを指示できる。

これらのAVコマンドには，米

Microsoft Corp.が中核技術を提案し，

同社を含むフォーラムで標準化を進め

ている家庭内ネットワーク技術「UPnP

（Universal Plug and Play）」のAV仕様を

採用した注4）。同技術では，こうしたAV

機器の制御方法をXMLを用いて定義す

る。今回ソニーは，UPnPで定めたAV

仕様だけでなく，AVデータのよりきめ

細かい操作を実現する独自コマンドな

サーバ側�

転送要求�

クライアント側�

（a）サーバ・プッシュ型によるコンテツ転送の例（これまでの一般的な方法）�

サーバが一方的に転送�

コンテンツ・データ�

コンテンツ・データ①�

サーバ・プッシュ型�

利点�

課題�

クライアント・プル型�

同②�

時間�

サーバ側�

転送要求�

クライアント側�

（b）クライアント・プル型によるコンテツ転送の例（Net―Tune）�

（c） サーバ・プッシュ型のクライアント・プル型の主な利点と課題�

通常再生（一定間隔�
でデータを要求）�

スキップ（ユーザーの指�
示に即応して次の曲に）�

早送り再生（データの�
取得間隔を縮める）�

時間�

　サーバに対する負荷が小さい，など�

　クライアントの指示に素早く応答するため
には，高速にデータを読み出して，あらか
じめバッファ・メモリにデータを蓄える必
要がある，など�

　クライアントの指示に素早く反応するシス
テムを構築しやすい�

　大容量のバッファ・メモリを備えない機器
でも使用可能，など�

　クライアントからの要求頻度が増えるため， 
サーバの負担が増える，など�

図3 ネットワーク経由でもAV機器の操作性を確保
オンキヨーは家庭内ネットワークを経由してAV機器を操作するための通信技術「Net―Tune」を開発した。Net―Tune
の特徴の1つはネットワークを経由してコンテンツにアクセスする場合でも，AV機器を直接制御しているような操
作性を実現できることにある。インターネットなどで一般的な，サーバから一方的にデータを送りつける「サーバ・
プッシュ型」（a）ではなく，クライアントが必要なデータの始点や容量を指定して要求する「クライアント・プル
型」を採用した（b）。両技術にはそれぞれ利点と課題があるが，オンキヨーは家庭内のAV機器制御にはクライアン
ト・プル型が向くと判断した（c）。



どを拡張した（図2）。「現在のところ

UPnPで定めている仕様では，インター

ネットのストリーミング技術と同じレベ

ルの映像再生や音楽再生しか実現でき

ない。従来のAV機器と同じ操作感を実

現するには，独自拡張が必要だった」

（同社 バイオノートブックコンピュータ

カンパニー バイオデスクトップコンピ

ュータカンパニー 商品企画部 プロモ

ーション課 統括課長の露木順司氏）注5）。

使い勝手を向上させる
WWWベースの機能共有技術を使っ

て，ほかの機器に格納した映像コンテ

ンツや音楽コンテンツを転送するには，

再生時の音飛びや映像の途切れを防ぐ

仕組みを構築する必要がある。現在，

インターネット上のストリーミング配信

で利用している技術を，家庭内にその

まま持ち込んだだけでは，AV機器並み

の動作を実現できない可能性がある。

ネットワークのトラフィックが増えた

り，転送元の機器に対する負荷が高ま

るとデータ転送が途切れてしまう可能

性があるからだ。

これを防ぐには，数十秒～数分間分

の映像データやオーディオ・データを前

もって蓄えておく大容量のバッファ・メ

モリを設けるか，通信プロトコルに工夫

を加えればよい。

幾つかある候補の中で注目を集めて

いるのが，データ転送要求の間隔を短

くして，きめ細かいデータ転送を実現で

きる「クライアント・プル型」のストリ

ーミング技術である。この技術は，映像

データやオーディオ・データを再生する

機器が，データを配信する機器に対し

て，ストリーミング・データを少しず

つ，頻繁に要求していく（図3）。この

方式には，大容量のバッファ・メモリ

が必要ないほか，転送要求の間隔が短

いことからユーザーの操作に素早く反応

するデータ転送が可能になる。

これを採用したのが，AV機器メーカ

ーのオンキヨーが開発した家庭内ネット

ワーク用の通信技術「Net―Tune」であ

る。同技術はTCP/IPネットワーク上で

（a）Net―Tuneの階層構造�

Net―Tune

Net―Tune

UPnP Forum規定�

UPnPデバイス・アーキテクチャ�

TCP/UDP

IP

Ethernet

TCP/UDP

IP

Ethernet

Net ―Tune�
コントローラ�

Net―Tune�
クライアント�

Net―Tune�
サーバ�

（b）UPnP対応を仮定した場合の�
　  　Net―Tuneの階層構造�

（c）Net―Tuneのモジュール構成�

UPnP AV�
Control�
Point

UPnP AV�
Media-�
Renderer

UPnP AV�
Media-�
Server

（d）UPnP AVのモジュール構成�
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注5）ソニーは独自拡張の詳細について明らかにして
いないが，例えば転送時にデータ長を制御したり，バ
ッファ制御を行うことでスムーズな転送を実現する仕
組みなどを盛り込んだもようだ。ちなみに，UPnP AV
仕様を実際の製品に適用する際の「実装ガイドライン」
を，仕様を策定するAVWC（AV Working Committee）
が2003年第2四半期にも示す。こうしたガイドライン
は相互接続性の向上にも寄与しそうだ。

注6）Net―Tuneでは，AV機器としての使い勝手を高め
るためにUPnP AVの2倍程度のコマンドを用意したとい
う。詳細は明らかにしていない。なお，同社は現在Net―
Tuneの次世代版である「Advanced Net―Tune（仮
名）」を開発中だ。

通じ合いたい家電たち

注7）Net―Tuneでは，1台のサーバから同時に送信で
きるクライアント機の台数を制限している。著作権保
護などを理由に国内では最大3台，米国では最大12台
とした。このほかにも，例えばクライアント機の出力
をアナログ出力に制限したり，著作権保護されたコン
テンツをクライアント機で再生できないようにしてい
る。

注8）記録領域を共有できるのはAV機器同士に限らな
い。パソコンに「M1 Server for Windows PC」という
ソフトウエアを導入すれば，M1対応AV機器と同ソフ
トウエアを導入したパソコンで記録媒体を共有できる
ようになる（右図参照）。

図4 UPnP AV対応も視野に
「Net―Tune」はUPnP AVへの対応も視野に入れる。現在のNet―TuneはOSI（Open Systems Interconnection）参照
モデルのプレゼンテーション層とアプリケーション層に実装した形である（a）。UPnPと同様，TCP/IPネットワー
ク上で動作する。今のところ，どのようにUPnP AVに実装するかは未定だが，UPnPのベンダー拡張部などを利用
することになりそうだ（b）。Net―Tuneでは機能を3つのモジュールとして構成している。具体的には「Net―Tuneコ
ントローラ」「Net―Tuneサーバ」「Net―Tuneクライアント」である（c）。これは，それぞれUPnP AV仕様の「Control
Point」「MediaServer」「MediaRenderer」に対応付けることができる（d）。
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クライアント・プル型のデータ転送を実

現する独自プロトコルや，制御コマンド

群などを定義している注6）。しかし今後

家庭内ネットワークの標準化が進んだ

ときに備え，「標準技術の上で動作する

ことを前提に作った」（同社 取締役 執

行役員 開発本部長の關谷守氏）。Net―

Tuneは前述のUPnP AV仕様への移植

が可能となっている（図4）。将来的に

UPnPのようなインターネット技術が標

準になった場合は対応可能というわけ

である。

クライアント・プル型は制御コマンド

を頻繁にやりとりすることから，コンテ

ンツを配信する側の機器の負荷が高ま

る課題がある。「家庭内ネットワークはサ

ーバにアクセスが集中することはまずな

いので，技術的には20ストリーム程度を

同時に転送することが可能だ」（オンキヨ

ー 開発センター 第二グループ グルー

プリーダーの工藤洋一氏）という注7）。

1台の巨大なHDDに見せる
②のディスク共有技術で現在開発が

進んでいるのは，家庭内に分散した機

器が備えるHDDなどの記録領域を効率

的に利用する技術だ。例えば，家庭内

ネットワークに後から接続したAV機器

やパソコンが備える記録媒体を自動的

に認識したり，家庭内ネットワーク上

の仮想記録領域でファイルを管理する

仕組みなどを実現するソフトウエア技術

の開発が必要になる。これらの技術を

組み合わせて，ユーザーが新規導入し

た機器を家庭内ネットワークにつなぐだ

けで，新たな記録領域が自動的に増える

ような環境をつくり上げることを狙う。

ディスク共有が容易になると，例え

ばHDDレコーダが内蔵するHDDの容量

が不足したときに，ほかの機器が備える

HDDの空いている記録領域を使えるよ

うになる。テレビ番組を録画中にHDD

レコーダの空き容量が足りなくなって

も，途切れることなく続きをパソコンの

HDDの空き領域に録画できる。このほ

か，外出先から戻ってきたときに，持ち

歩いている携帯型音楽プレーヤを家庭

内ネットワークに接続すると，内蔵する

HDDの内容を自動的に認識し，家庭内

の仮想記録領域に加えるような仕組み

も可能になろう。

こうした環境の実現を目指して，米

Mediabolic，Inc.は，ディスク共有を実

現する「MediaSpace」を開発した。こ

れは，同社が開発するUPnP対応の家庭

内ネットワーク向けミドルウエア・プラ

ットフォーム「M1」の機能の1つであ

る注8～9）。M1はUPnPで規定していない，

またはオプション扱いの仕様などを定義

し，相互接続性を高めると同時に，

MediaSpaceのような独自機能を拡張し

ている（図5）。家庭内ネットワークに

つながる機器を自動的に認識する機能

や，ほかの機器に対するコンテンツ転送

要求に必要な認証処理機能なども提供

する。これらの機能と，MediaSpaceの

ディスク共有機能を組み合わせること

で，M1を組み込んだパソコンやAV機

器を家庭内ネットワークから自動的に
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注9）「MediaSpace」はM1のバージョン1.7以降に搭
載されている。

注10）例えば機器メーカーによってデータベースの仕
様が異なる場合がある。これを解決するためにオンキ
ヨーはNet―Tuneにおいて，データベース・マネージャ
という仕組みを提案した（右掲の図7を参照）。コンテ
ンツを問い合わせるサーバ・ソフトウエアと各社のデ
ータベース仕様の間にあって翻訳機の役割を果たす。
こうすることで，機器メーカーによらず，同じサー
バ・ソフトウエアを使えるようにした。

UPnPの機能を活用する，または�
独自技術などで使い勝手を高める�

（a）UPnPの相互接続性を強化し，機能を拡張する�

M1ミドルウエア�

UPnP Forum規定�

UPnPデバイス・アーキテクチャ�

TCP

IP

　分散したストレージを共有�
　コンテンツ情報の同期や共有�
　接続機器の機能共有，など�

UPnP AV仕様で規定していない，または�
オプション扱いの項目などを規定�

　各種エラー処理の規定�
　推奨ストリームの規定�
　ストリーム転送プロコトルの規定，など�

その他�
�
�
　最低限必要なインタフェースを規定�
　M1対応機の相互接続性の認証テストを実施，�
　など�

（b）M1（Mediabolic ONE）のロゴ （c）相互接続デモの様子

図5 UPnP仕様を補完し，相互接続性を保証
米Mediabolic，Inc.は「M1（Mediabolic ONE）」と呼ぶミドルウエア・プラットフォームを用意し，相互接続性の確
保をうたい文句にする。M1はUPnP AVバージョン1.0に対応しており，同仕様で規定していない，またはオプショ
ン扱いの仕様を定義しつつ，機能を拡張する（a）。相互接続性を確認した機器にはM1のロゴを付けて明示する（b）。
（c）は相互接続されたAV機器やパソコンである。M1準拠の製品は2003年にも登場するという。



見つけだす。こうすることで，ディスク

共有も実現する。

大事なファイルを保護する
家庭内に分散した複数の機器でディ

スク共有が進むと，記録領域の効率的

な利用だけでなく，映像や音楽，写真

といった大切なコンテンツの消失を防ぐ

仕組みに利用する動きも進むだろう。

1つのファイルをミラーリング技術を

使って複数の機器に分散して保管する

ような技術は好例だ。異なる機器が備

えるHDDや光ディスクに待避しておく

ことで，記録装置が物理的に壊れたと

きにも，新しい機器を購入すれば元の

状態を復元できる。ただしこれを実現

するには「ファイルの書き換えが起きた

ときに，その情報更新の内容をミラー

リング技術でコピーしたファイルにも反

映する必要がある。しかも複数のユーザ

ーが，同じファイルを同時に利用する可

能性もあるので，こうした仕組みを構築

するには工夫が必要だ」（国立情報学研

究所 情報基盤研究系 計算機アーキテ

クチャ研究部門 助教授の松本尚氏）。

この仕組みを実現するには制度上の

課題をクリアする必要もある。現在，

音楽コンテンツや映像コンテンツの著作

権保護技術は，デジタル・コピーを許

さない方向で開発が進んでおり，機器

間の移動では元の機器にコピーを残さ

ずにコンテンツを動かす「ムーブ」が基

本思想になっている（図6）。複数のコ

ピーを作るミラーリング技術は，その基

本思想には合わない可能性がある。

ただし，これを解決する技術開発の

動きもある。Mediabolic社が開発した

M1は，例えば自動的にコンテンツを暗

号化して他の機器でバックアップをとる

ことが可能だ。こうすることでコピーし

たコンテンツは「バックアップ用途以外

に使えなくなる」（同社 VP of Sales

Asia-Pacificの出口雄一郎氏）。
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注11）媒体内に格納された音楽コンテンツや映像コン
テンツなどのファイル群を効率良く見つけだすフォー
マットの提案が相次いでいる。例えば松下電器産業と
Microsoft社が2002年10月18日に発表した「HighMAT
（High performance Media Access Technology）」や，
光ディスク関連の業界団体であるOSTA（Optical
Storage Technology Association）が同年11月21日に
発表した「MPV（MultiPhoto/Video）」がそれに当た
る。いずれも媒体内のコンテンツ情報を異なる機器で
共有するために開発された。HighMATでは当初，CD
―R/RW媒体での利用を想定するが，技術的にはあらゆ
る記録媒体に利用可能だ。HighMATもMPVも光ディ
スクや小型メモリ・カード，HDD，ネットワーク媒体
などで使えるという。

通じ合いたい家電たち

A社� B社�

再生用アプリケーション�

AV機器のOS/ミドルウエア階層�

インターネット�

暗号解読�

暗号解読用の�
実行ファイル�

暗号化された�
コンテンツ�

Pod

再生ソフトウエアが暗号化方式�
に対応する必要がない�

コンテンツ・サーバ�

C社�

（A社用言語）�

A社用の�
データベース・�
マネージャ�

B社用の�
データベース・�
マネージャ�

C社用の�
データベース・�
マネージャ�

Net―Tuneの�
サーバ・コア・�
ソフトウエア�

コンテンツの�
問い合わせ�
（中間言語）�

（B社用言語）�

（C社用言語）�

A社の�
音楽ファイル�

B社の�
音楽ファイル�

C社の�
音楽ファイル�

図7 1つのソフトウエアで複数メーカーのデータベース仕様に対応
メーカー間で異なるデータベースの違いを吸収するためにオンキヨーはいわば翻訳機の役割を果たす「データベー
ス・マネージャ」を使う仕組みを用意する（b）。ホーム・サーバなどを開発する各社はデータベース・マネージャ
を開発すれば「Net―Tune」に対応できる。

図6 異なる著作権保護
技術にも容易に対応
コンテンツ・プロバイダー
ごとに異なり，さらに日進
月歩の著作権保護技術に対
応することは機器メーカー
にとって重荷となる。暗号
化したコンテンツに暗号を
解読する実行ソフトウエア
を添付してAV機器に送り込
み，再生時に解読済みのコ
ンテンツを直接再生用アプ
リケーションに送り込む。
こうすれば，再生ソフトウ
エアは著作権保護技術に対
応する必要はなくなる。図
は，筑波大学電子・情報工
学系 助教授の加藤和彦氏
の研究グループと科学技術
振興事業団 さきがけ研究
21が共同研究を進めている
「Software Pot」を応用した
場合の例である。



注12）例えば家庭内ネットワークにおいて，格納され
ているコンテンツ情報をHighMATやMPVの仕様に基
づいて各機器のHDDに保存しておく。ネットワーク経
由でHDDの特定ファイルにアクセスすればその機器に
保存されているコンテンツ情報を把握することができ
る。HighMATの場合は，記録媒体のルート・フォルダ
にファイルのリストや属性など，ディスクの内容を記
述した「contents.hmt」と，各コンテンツの符号化速
度や画面サイズ，タイトルなどを記述した「text.hmt」
が作られる（上掲の図8を参照）。
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意味ネットワークで最適検索
①の機能共有技術と②のディスク共

有技術の開発が進み，実装が本格化す

ると，ユーザーは家庭内に分散したパソ

コンやAV機器をあたかも1台の機器と

して扱えるようになる。これら2つの技

術をさらに使いやすいものにするため，

重要になるのが③のコンテンツ検索技

術である。機能や記録領域の共有をス

ムーズに実行するには，複数の機器に

分散して格納してある映像コンテンツ

や音楽コンテンツなどのファイル群を効

率良く見つけ出す必要がある（図7，

図8）注10～12）。これを実現するのが，コン

テンツの属性情報を記述したメタデー

タと，それを積極的に利用したデータベ

ースの構築技術などである（図9）。

データベースの構築で，ここにきて採

用が活発になっているのが，意味ネット

ワーク技術の利用だ。この技術は，複

数のメタデータが示す意味の相関関係

を使って，メタデータ間の関係に重み付

けをする技術である。例えば，「松井」

というメタデータには，関連する「ホー

ムラン」「巨人軍」「メジャー・リーグ」

「石川県」といったメタデータをリンク

させ，それぞれのメタデータを重要度に

応じて関連付ける。これを用いてデータ

ベースを構築し，「松井」というキーワ

ードを検索するだけで「巨人軍」の情

報や，「メジャー・リーグ」の情報も

「松井」に付随した検索結果として出力

できる。

ソニーが，2002年11月に発売した

HDDレコーダ「コクーンチャンネルサ

ーバーCSV―E77」では，この意味ネッ

トワーク技術を録画対象のテレビ番組

を検索する技術に応用している。メタ

データは，EPG（電子放送ガイド）デ

ータからキーワードを切り出して作成す

る。ユーザーがあらかじめ特定のキーワ

ードを登録しておくと，HDDレコーダ

は意味ネットワークから関連するキーワ
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図9 メタデータを前提としたコンテンツの検索，視聴形態が生まれる
メタデータはコンテンツ制作面で生成する環境が整い始め，機器の面での期待も高まり始めた。ユーザーも既にメ
タデータの元となるデータをインターネット上に生み出している。メタデータを前提としてコンテンツの検索を行
える日も近い。他人とメタデータを交換して見方を変えて楽しんだり，メタデータを入れ替えて同じコンテンツを
何度も見直す使い方などが可能になる。

コンテンツの再利用�
が活発に�

手軽にメタデータを入力�
できる放送機器の登場�

ハード・ディスク装置を�
内蔵した録画機が普及�

ユーザーの嗜好に合わせて�
録画する機器が登場�

MPEG―7やTV Anytime�
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データ放送やスポーツの生中継を
行うWWWサイトなどでメタデー
タの元となるデータが蓄積�

WWWサイトのコミュニ
ティーでメタデータとな
りそうな情報を発信�

シーン情報をユーザー同
士で交換するサービスの
登場�

メタデータの活用が進む�

メタデータを前提とした�
コンテンツの検索，視聴�
お気に入りのシーンだけを�
つないで見る�
メタデータをユーザーが�
交換�
メタデータを変えて同じ�
コンテンツを再度楽しむ�
メタデータを発信する�
WWWサイトの登場，など�

High MATに対応した�
CD―R/RW

Music（WMA，MP3形式）�
（音楽データ格納フォルダ）�

最初にアクセス�

媒体に格納されたコンテンツを把握�

Video（WMV9，MPEG―4形式＊1）�
（動画データ格納フォルダ）�

Image（JPEG形式）�
（静止画データ格納フォルダ）�
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text.hmt
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thumbnail.hmt（写真データ用）�

background.hmt（写真データ用）�

コンテンツ・テーブル。ファイルのリストや属性など，ディスクの�
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メタデータ。ビット・レートや画像サイズ，タイトルなどを記述�

再生機器に応じたメニュー画面を作るための構造を記述�

グループとサブグループの組織化に関する記述�

サムネイル用の160×120画素のJPEGファイル・データなどを格納�

メニューで背景に表示する680×480画素または853×480画素の�
JPEGファイル・データなどを格納�

図8 パソコンとAV機器間でコンテンツのやりとりを円滑にする
松下電器産業と米Microsoft Corp.が開発したCD―R/RWの論理フォーマット「High MAT」の構造を示した。High MAT対応のAV機器で再生した場合，まずルート・フォルダに存在する
「contents.hmt」を読み込んで，ディスク内に格納されたコンテンツを把握する。再生可能なコンテンツだけをユーザーから見えるようにフィルタリングする処理もこの段階で行う。

WMA：Windows Media Audio WMV：Windows Media Video ＊1 実装はオプション。Advanced Simple Profileに対応。
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ードを検索し，そのキーワードが記述し

てあるテレビ番組を自動的に選択して

録画する。「詳細は話せないが，キーワ

ード間の関係の重み付けを最適化でき

るよう工夫している」（同社 ホームネッ

トワークカンパニー ネットワークター

ミナルソリューションカンパニー 商品

企画部 統括部長の三橋孝通氏）。

ネットワークに意味付けする
こうした機器内で採用が始まった意

味ネットワーク技術は将来，家庭内ネ

ットワーク全体をカバーする可能性も秘

めている。家庭内ネットワークの意味ネ

ットワーク化である。今後，家庭内に

分散する機器がそれぞれ保有するコン

テンツ・データベースに格納したデータ

に家庭内ネットワークを使ってハイパー

リンクを張る。コンテンツ・データベー

スをXMLなどの記述言語を使って実装

すれば，WWW技術と同様の仕組みを

使った意味ネットワークの構築も可能

になるだろう。

これを実現するため，ネットワーク自

体を意味ネットワークとして利用する技

術の研究開発も進んでいる。NTTの

NTT未来ねっと研究所が開発を進めて

いる通信技術「SIONet」はその好例だ

（図10）。この技術は，ピア・ツー・ピ

ア（PtoP）接続した機器の間で情報検

索や分散処理を効率的に実行できる。

PtoPは，サーバを介さない情報通信の

手法で，「Napster」や「Gnutella」

「WinMX」といったコンテンツ交換ソ

フトウエアで利用している端末同士の

接続形態を指す。

SIONetの特徴は，転送する情報の内

容を示す意味情報を用いて情報検索を

効率化したことにある。具体的には，

意味情報ルータや意味情報スイッチと

呼ぶソフトウエア技術を導入する。これ

らは，意味情報に基づいて適切な端末

を指示する，いわゆるルーティングに似

た処理を担当する。それぞれ，IPネッ

トワーク上のルータとスイッチと同じよ

うな役割を果たし，意味情報はIPアド

レスに相当することになる。意味情報

は，ファイルのヘッダ部にXMLに似た

言語で記述する。現状はインターネッ

トでの利用を前提にしている。ただし，

家庭内ネットワークのインターネット化

に伴って，将来は同じような仕組みを

家庭内でも構築できるようになりそう

だ。例えば，映像にシーン情報のメタデ

ータが埋め込んであれば，巻き戻して繰

り返し見たり，映像をスキップしたりす

るなど，ユーザーの行動に応じて嗜好を

分析し，データベースに蓄積する。これ

を基にまず家庭内のストレージに埋もれ

ているかもしれないお気に入りのシーン

を探し出し，思い通りのものがなければ

インターネットから探しだすことも可能

になる。
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図10 PtoP技術やメタデータを使ってコンテンツを検索
異なる機器間に散らばる膨大なコンテンツ群から所望のコンテンツを探
す技術としてピア・ツー・ピア（PtoP）技術が注目を集めている。PtoPの
形態には検索サーバを設ける「ハイブリッド型PtoP」（いわゆるNapster
型，a）と，ブロードキャスト検索を行う「ピュアPtoP」（いわゆるGnutella
型，b）がある。コンテンツにメタデータが添付されるようになれば，ユ
ーザーの嗜好に合ったコンテンツを自動的に検索することも可能になる
（c）。例えばNTT未来ねっと研究所が開発した「SIONet」がある。


