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家庭内の家電がネットワークとつ

ながり始めており，デジタルコンテ

ンツを家庭内外の機器どうしで相互

に共有する世界を実現するために設

立された業界非営利団体，DLNA

（Digital Living Network Alliance）が注

目を集めています．ここでは，DLNA

の活動状況について紹介します．

DLNAは，写真や音楽，ビデオと
いったデジタルコンテンツを，家庭内
外のネットワークを介して，PCだけで
なく，TVやDVDプレーヤ等のオー

ディオビジュアル機器，携帯電話等の
モバイル機器といったさまざまな機器
どうしの間で互いに共有することがで
きる世界（図１）を実現するために，
家電業界を中心に設立されました．
これまで，家庭内の機器を接続する

ホームネットワーク・情報家電の分野
では，各業界や団体によって標準化が
進められ，それぞれの業界・団体標準
に準拠した機器が提供されてきました．
そのため，同じ標準仕様どうし，ある
いは相互に接続する条件を規定した一
部の機器しか接続できず，普及の面で
問題が生じていました．
そこでDLNAでは，主要となる業

界・団体標準を基本として，相互互
換性の高い製品をつくるために，各機
器に必要とされる実装仕様を規定し，
ユーザによる機器の選択範囲を広げ，
普及を促すための議論を行っています．
DLNAでは，推奨する標準仕様を

規定した「ホーム・ネットワーク・デ
バイス・インターオペラビリティ・ガイ
ドライン（DLNA設計ガイドライン）」
を作成しています．設計ガイドライン
に従った製品の組み合わせにより，居
間のTVやハードディスクレコーダ等に
あるビデオを，寝室のTVで見ることが
できるようになり，家庭内のどこでも
コンテンツを楽しむことができます．

DLNAの標準化動向

DLNAとは
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図１　DLNAの目指す世界 
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グローバルスタンダード最前線

DLNAは，全体のマネジメント，意
思決定を行うボード会員（Board
Member），ガイドラインへの仕様の
採用に関する投票権を持つプロモータ
会員（Promoter Member），仕様
の提案や議論に参加する一般会員
（Contributor Member）から構成
されています．
ボード会員はDLNAを設立した

SONY，Intel等，設立当初から検討
を行っている８社が中心となっていま
す．プロモータ会員はボード会員を含
み21社，その他，世界20カ国，300
社を超える会員が一般会員として加盟
しています（本年９月現在）．
またDLNAには，ボード会員である

SONY等の家電メーカーや音響メー
カーをはじめとして，ヒューレット・
パッカード，IBM，マイクロソフト等
のPC・コンピュータメーカー，フラン
ステレコムやベライゾン等の各国通信
キャリア，シスコやノキア等の通信機
器・端末ベンダ，サービス事業者まで，
幅広い業界から参加しています．日本
からも通信キャリアとして，NTTだけ
でなくソフトバンクやKDDI等，主要
企業が参加しています．

DLNAの活動は大きく２つあります．
相互互換性の高い製品をつくるための
設計ガイドラインの作成と，ガイドラ

インに準拠した製品が広く供給される
ようにするための認定プログラムの実
施や関係団体との連携，市場形成と
いった活動です．
ボード会議の下に５つの委員が設け

られ，活動をしています（図２）．
(1) Technical Committee
家庭内外のネットワークを介して情

報家電を相互に接続するために必要な
技術要件を，主要な業界・団体標準
を基に作成しています．小委員の中に
も個別の議論を行うためのプロジェク

トが次々とつくられ，活発に議論され
ています．
(2) Ecosystem Committee
DLNAが目指す世界の実現に向け，

市場から見た方向性の提案や，利用者
に有益な使い方についての検討および
実証，各業界の連携等の市場形成を
行っています．
(3) Interoperability and
Compliance Committee

DLNAの設計ガイドラインに準拠し
た製品提供に向けた製品テスト，認定

DLNAの組織構成

DLNAの活動内容

図２　DLNAの組織構成 
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各委員で検討された内容を設計ガイドライン 
として編集，維持しています． 

ホームネットワークに機器を接続してコンテ 
ンツを共有するための基本的な構成を，ユー 
スケースを元に策定します． 

携帯電話やPDA等のモバイル機器の相互接続 
性について検討を行っています． 

さまざまな機器の間で著作権保護されたコン 
テンツを共有するための，コンテンツと機器 
の制御について検討を行っています． 

DLNA設計ガイドラインの第2版を作成するた 
め，全体の検討を行っています． 

ネットワークに機器を接続してコンテンツを 
共有するための利用場面（ユースケース）を 
定義します． 

製品のDLNA設計ガイドライン準拠テストを 
行っています． 

製品の認定とロゴの使用許可を行っています． 

DLNAホームページより作成 
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やロゴの使用許可等を行っています．
(4) Marketing and PR Committee
DLNAという活動を広げていくため

の，市場調査やプロモーション活動を
行っています．
(5) Legal Committee
法律の面で問題はないか等を確認，

アドバイスする委員として活動を行っ
ています．
設計ガイドラインは，Technical

Committee, Ecosystem Committee
の委員の活動を基に作成されています．
製品供給については，Interoper-

ability and Compliance Commit-
tee, Marketing and PR Commit-
teeの委員が主となって活動し，設計
ガイドラインに準拠している製品には
DLNAのロゴが貼付され，提供されて
います．

DLNAは2003年にSONYやIntelを
はじめとする17社によって設立されま
した．
設立から１年後の2004年６月には

DLNA設計ガイドライン第１版が策定
され，メディアフォーマット，デバイス
制御，メディア転送，ネットワーク・
スタック，ネットワーク接続性に関し
て，各業界の標準技術を用いて，相互
接続が可能になりました．
続いて昨年１月には，11種類のメ

ディアフォーマットが追加され，適用
範囲を拡大しました．
DLNAに準拠していると認定された

製品にロゴを付与するロゴ認証プログ
ラムも発足し，すでに30を超える機器
が認定されています．
本年３月には，DLNA設計ガイド

ラインの改訂版が発行され，モバイル
機器のサポートや転送プロトコルの追
加，高品質サービスのための品質制
御，コンテンツのアップロード・ダウ
ンロードに関する項目が追加されまし
た．それとともに，対象とする機器を
それまでのオーディオ機器やPCから，
プリンタやリモコン等のコントローラま
で広げ，接続範囲を拡大しています．
最近では，本年７月に全体会合が

開かれました．そこでは，DLNA設計
ガイドライン第２版へ向けての議論と，
映画等の商業コンテンツをDLNAネッ
トワーク上で提供するための，コンテ
ンツ保護ガイドラインの議論がなされ
ました．コンテンツ保護ガイドライン
については，本年10月に「DLNAリン
クプロテクション・ガイドライン」が発
表されました．暗号化技術には必須条
件としてDTCP-IP（Digital Trans-
mission Contents Protection over
I P）を採用し，オプションとして
WMDRM-ND（ Windows Media
DRM for Network Devices）が定
められています．DTCP-IPは，�電波
産業会（ARIB）によって日本のデジ
タル放送の伝送方法として承認され，
またWMDRM-NDは，主にPCを使っ
た動画や音楽配信に用いられており，
より魅力的なコンテンツをDLNA機器
間で共有できるようになるため，これ
まで以上にDLNAの普及が加速すると

期待されます．

今後の展開としては，SONY社
DVDレコーダやPC，あるいはIntel社
ViiVプラットフォーム等，各社からさ
まざまな製品が提供されていくととも
に， Wi-Fiホットスポット等の通信設
備が整い始め，いつでもどこでもコン
テンツを楽しめる環境が整ってくるこ
とから，携帯電話等も含め，外出先か
らのアクセスも増えると予想されます．
通信キャリアの役割も大きくなると考
えられ，NTTグループとしても動向を
把握し，必要に応じて提案を行ってい
く予定です．

今後の展開

これまでの活動内容


