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ホームICTサービス普及に向け，

核となるプラットフォーム技術の標

準化，およびホームICTサービスを

促進する遠隔保守サービス実現に向

けた技術の標準化について，取り組

み状況を紹介します．

ホームICTサービス普及に向け，
NTTサイバーソリューション研究所で
は，簡単・安心・安全・便利に利用
できるサービスを実現する「ホームICT
基盤」技術の研究開発に取り組んで
います（1）．
ホームICT基盤は，OSGi（2）をコア

技術として設計されたプラットフォー
ムですが，通信キャリアのサービスと
して本格展開・活用するためには，遠
隔管理機能などの必要不可欠な機能
について，これまでの仕様を拡張し，
標準化を進める必要があります．また，
ホームICT基盤で提供されるサービス
では，さまざまなホームネットワーク
（ホームNW）機器がつながる多様な
ユーザ環境を遠隔から効率的にサポー
トできる機能の提供が期待され，本機
能の提供においては，ホームNW機器
の標準化が鍵となります．
以上のねらいから，OSGiとホーム

NWサポートの分野における標準化を
進めています．

OSGiとはJava言語で書かれたソフ

トウェアをモジュール化するための標準
化技術です（2），（3）．
OSGiでは，機能を「バンドル」と

呼ばれるソフトウェアモジュールとして
実装し，バンドルは実行環境「OSGi
フレームワーク」上で動作します．
OSGiフレームワークは，管理バンドル
からの要求に基づきバンドルのインス
トールや起動，停止，更新等のライフ
サイクル制御を行う機能をはじめ，バ
ンドル間で連携するための仕組みや，
セキュリティ機能などを提供します．
OSGi Allianceでは，OSGiフレー

ムワークと，共通的な機能を有する基
本サービスバンドルの仕様化を行って
います（図１）．また，分野ごとに設
立したExpert  Groupと呼ばれるグ

ループに分かれて仕様を策定していま
す．2010年６月現在，活発に活動し
ている Expert Groupは ， CPEG
（ Core Platform Expert Group：
OSGiフレームワーク仕様策定および，
仕様全体の取りまとめを実施），EEG
（Enterprise Expert Group：エン
タープライズサーバ・ミドルウェア分野
のための拡張），REG（Residential
Expert Group：ホームネットワーク
分野の拡張）となっています．

現在，開発を進めているホームICT
基盤では，ホームゲートウェイ（HGW）
上のソフトウェア実行環境にOSGiを
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図１　OSGiを搭載したHGWの構成例 
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採用しています．その理由は，HGW
にOSGiフレームワークを搭載すること
で，ホームICT基盤でHGWに求めら
れる以下の要件を満たすことができる
ためです．
① マルチベンダ・マルチOSの
HGW上でサービス提供可能．
② お客さまごとに提供サービスを
カスタマイズ可能．
③ 複数のサービス事業者が開発し
たソフトウェアを同一HGW上で
動作可能．
④ HGWを停止することなくサー
ビスの追加や削除，更新が可能．
NTTがホームICT基盤を利用したビ
ジネスを今後展開していくにあたって，
所望の機能が標準仕様となれば，その
仕様に基づいて作成された市販バンド
ルを利用することでコストの低減が期
待できます．適切な範囲で技術の標準
化を実施することが，ホームICT基盤
普及のために有効です．
そこで，上記のHGWに求められる

要件のうち，OSGi仕様でまだ規定さ
れていない機能，すなわち，HGWの
遠隔管理機能と，複数サービス事業者
のバンドルが動作する複数事業者モデ
ルで必要となる競合制御機能について，
OSGi Alliance CPEGおよびREGに
おいて仕様化を進めてきました（図２）．

ホームICT基盤では，遠隔から
HGWを管理するためのプロトコルとし
て，HGWの分野でデファクトスタン
ダードとなっている，標準化団体BBF
（Broadband Forum）により仕様策

定された「TR-069」（4）を採用してい
ます．そこで，TR-069を利用して
HGW上のOSGiフレームワークやバン
ドルを管理するための仕様を提案し仕
様化を進めています．具体的には，以
下の２つを仕様化しています（図３）．
① TR-069で定義されているプロ
トコルと，既存のOSGi仕様との
マッピングに関するガイドライン
の策定．

② OSGiフレームークを遠隔管理
するためのデータモデルの定義．

ホームICT基盤では，同一HGW上
で複数のサービス事業者がサービスを
提供することを想定しています．OSGi
仕様では，バンドル間で機能を共有す
る仕組みやバンドルに対し必要な情報
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図２　ホームICT基盤におけるOSGi標準化の範囲 
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を設定する仕組みが提供されています
が，異なる事業者間でこのような機能
を無制限に認めてしまうと，情報が他
の事業者に渡ってしまう，また予期せ
ぬ設定変更が発生するといった問題が
発生します．OSGiでは，バンドル間
で「OSG iサービス」と呼ばれる，
Javaオブジェクトを介して機能を共有
することができます．競合制御機能の
活用例を図４に示します．図４では，
サービス事業者２が提供している
UPnP（Universal Plug and Play）
デバイスを操作するためのOSGiサービ
スをサービス事業者１が利用する例を
示しています．従来の仕様では，利用
バンドルに「UPnP DeviceのOSGi
サービスを利用可能」という権限をバ
ンドルに付与することはできましたが，
「Lightをコントロール可能なUPnP
DeviceのOSGiサービスのみの利用を
許可する」という設定はできませんで
した．ホームICT基盤では，サービス
事業者に対し，より細かな粒度で利用
権限の付与を行う必要があります．そ
こでNTTから仕様の拡張を提案し，上
記遠隔管理方式にさきがけ，2009年
９ 月 に OSGi Core Specification
Relese4.2としてリリースされました．
また現在，その他の競合制御に関する
仕様化も進めています．

OSGi REGでは，OSGiとしてリリー
スする仕様を策定するとともに，リリー
スされた仕様の利用を促進することを
目的とし，ホームエリアで利用されて
いる他のデファクト標準とも連携を

行っています．現在，定期的にBBF，
HGI（Home Gateway Initiative），
UPnPと合同ワークショップなどを通
じて意見交換を実施し，それぞれの仕
様にオーバラップがなく，補完関係に
なるような調整を進めています．

現在，ホームNW内に接続可能なエ
ンド端末が増加してきています．例え
ば，PC，ゲーム機，ハードディスクレ
コーダなどの多くの家電機器がホーム
NWに接続可能になっています．また，
スイッチングハブのような従来のNW機
器に加え，通信路媒体を変換するよう
なNW機器も，ホームNWに多く接続さ
れてきています．例えば，PLC（Power
Line Communications）モデム，無
線モデム，同軸ケーブルモデムがそれ
にあたります．
ホームNWを利用したサービスでは，

全くサービスが受けられなくなるという
不具合や，ノイズ等が発生する品質関
連の不具合が発生することがあります．

これら障害が発生する区間としては，
アクセス網やコア網のWAN（Wide
Area Network）で発生する場合，
ホームNW内（LAN）のエンド端末自
身の不具合の場合，また，エンド端末
までの経路上での不具合の場合があり，
その原因発生個所は非常に多岐にわた
ります．
このように，障害発生個所の可能性

が複数ある場合に，ユーザにとって，
不具合が発生した個所を特定すること
は非常に困難といえます．ユーザが
ホームNWサービスを安心・確実に享
受するためには，不具合発生個所を迅
速に特定し，原因となっている要因に
対して適切な対応を行い，不具合から
復旧させるユーザサポートシステムが必
要になります．
不具合の発生個所を特定するために

は，まずは，HGWから，障害が発生
しているエンド端末までの接続経路を
特定し，その経路上に存在する端末に
対して検査を行っていくことが必要と
なります．ホームNWに接続されてい
る種類の端末（端末種別，メーカ名，

他の標準化団体との連携
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機種名，型番）と，接続されているイ
ンタフェース種別やポート番号等を示
すホームＮＷマップ（図５）の取得は，
上記検査を行ううえで有効です．そし
て原因を特定した後，ファームウェア
アップデートや再起動，設定を行うサ
ポートも必須となります．以下では，
ホームNWマップを作成するためのプ
ロトコルHTIP（Home - n e two r k
Topology Identifying Protocol）
と，原因を特定するための各種検査や
設定等の制御を行うプロトコルUPnP
Device Management（UPnP-DM）
について説明します．

ホームNWマップを確実に作成する
ために，ホームNW内に存在するエン
ド端末やNW機器が搭載すべきホーム
NWマップ作成プロトコルをHTIPと命
名し，標準化を進めています．HTIP
の技術概要を表に示します．
HTIPでは，パケットを終端するエ

ンド端末に対しては，UPnP Device
A r c h i t e c t u r e （5）のCon t r o l l e d
Deviceを実装することを前提としまし
た．そのうえでUPnPにおけるDevice
Description Documentにて送信す
る機器情報の新規定義と既存エレメン
トへの記述形式のガイドライン化を行
いました．UPnPは現在多くのエンド
端末に搭載されており，また今後も広
く普及することが期待されています．
さらに，機器情報を通知する機能を
持っているためUPnPを選択しました．
一方，パケットを転送するNW機器

に搭載するプロトコルにおいては，

LLDP（LinkLayer Discovery Pro-
tocol）（6）を採用し，機器情報と接続
構成情報（MACアドレステーブルと
同義）を盛り込むためのベンダ拡張部
分の定義を行いました．LLDPは，L2
プロトコルであるため，L3プロトコル
スタックを持っていないNW機器にお
いて実装が容易です．かつ，LLDPで
は一方的に情報を送信する処理のみを
行うため，処理負荷が軽いという特長
があります．
HTIPを搭載したエンド端末，NW

機器から送出される情報をホームNW
内のManager（エンド端末がその機
能を兼ねることが可能）が取得するこ
とで，ホームNWの接続構成を特定
することが可能になります（図６）．
Managerは，Managerとエンド端末
間の接続検査，ManagerとNW機器
間の接続検査を行うことも可能です．
本プロトコルは国内標準化団体であ

るTTC（情報通信技術委員会）にて
2010年８月末に標準化が予定されて
おり，2011年末にはITUでの国際標
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図５　ホームNWマップ例 
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表　HTIPの技術概要

実装する機能

エンド

端末

UPnP Device Architecture
における
Controlled Device機能

拡張する点

UPnPにおいて，各タグに格納する機器情報の記述形式を
ガイドライン化
・区分：<htip:X_DeviceCategory> （新規定義）
・メーカコード：<htip:X_ManufacturerOUI>（新規定義）
・機種名：<modelName>
・型番：<modelNumber>

NW機器
IEEE 802.1AB-2009にお
けるLLDP（transmit only）
機能

・ベンダ拡張部に，区分，メーカ名，機種名，型番を格納
・ベンダ拡張部に接続構成情報（MACテーブル）を追加
・送信先MACアドレスをブロードキャストアドレスに設定
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準化を目指しています．

UPnPフォーラムでは，ホーム機器
の状態取得，設定等を行うためのプロ
トコルUPnP-DMの標準化を進めてい
ます．本プロトコルを活用することで，
UPnP-DMを実装した端末に対し，
ホームNW内の他の端末から，各種検
査や制御を行うコマンドを送信するこ
とが可能になります．
UPnP-DMで実現できる制御は，受
信フローの品質テストや接続性のテス
ト，設定を行うコマンド，再起動や設
定初期化，ファームウェアアップデー
ト等の制御を行うコマンド，機器のエ
ラーイベントを受信するための登録が
あります．設定を行うパラメータは，
他の団体で策定されたデータモデル
（例えば，BBFで決められたTR-106
等）を取り込むことができ，他標準と
の親和性も高くなっています．また，
障害が発生した際の通知先を登録する
ことで，エラーが発生した際はその端
末へ即時的に通知され，早期発見を
することが可能となります．
本プロトコルは，UPnPフォーラム

にて2010年７月に標準化されました．

HTIPとUPnP-DMは，ホームＮＷ
内で利用するプロトコルです．これは，
WAN側のシステムに依存しないという
利点があります．現在は，ホームNW
内に接続された派遣保守者が携行した
PCや，お客さまのPCから，上記のホー
ムNWサポートを行うことを想定して
います．今後は，HGWやホームサー
バ等のホームNW内の端末に遠隔から
接続し，その端末経由で，HTIP，
UPnP-DMを用いることで，遠隔から
サポートを行うことが考えられます．
例えば，HGWがUPnP-DMを利用

して，ある端末の常時エラーイベント
の監視を行い，その端末でエラーが発
生すると，HGWに通知され，それを
サポートセンタのオペレータに通知し，
これを契機にオペレータが遠隔から切
り分けを行い対応する，ということが
実現できるようになります．これを実
現するには，WAN側プロトコルと，本
ホームNW内サポートプロトコルの連
携技術が必要になります．現在，BBF
において，この連携技術の検討が進め
られています．具体的には，WAN側が
TR-069プロトコルで，LAN側をUPnP-

DMプロトコルを利用するTR - 0 69
Proxy技術の標準化が進んでいます．

ホームICT標準化動向として，
OSGiとホームNWのサポート分野にお
ける標準化活動の状況について紹介し
ました．ホームICTサービスの普及・
本格展開に向け，今後は本標準化活
動とともに，本標準化活動で進めてき
た仕様を搭載した端末の普及にも力を
入れていきたいと考えています．
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