
特
集

NTT技術ジャーナル 2013.5 21

サービス検討の背景

2012年12月にフレッツ光の契約数

が1710万件余りに達するなど，光ブ

ロードバンドの拡大が着実に進んでい

ますが，今後のさらなる普及に向けて

は，すでに導入済みのお客さまに末永

く利用してもらうための，光回線なら

ではの魅力あるサービスの提供が重要

になります．そのようなサービスを実現

するアプローチの１つとして，NTT

サービスエボリューション研究所では，

回線契約数の多くを占めるホームユー

ザをターゲットに，光回線と家族専用

のクラウド「ファミリークラウド」を組

み合わせたサービスコンセプト，「ス

イート・デジタル・ホーム（SDH:

Sweet Digital Home）」を提案して

います．SDHサービスでは，日常生活

で生じるさまざまなデータ（デジタル写

真，各種ライフログ等）をファミリー

クラウドで預かり，広帯域・高品質の

光回線でストレスなく利用できる環境

を提供します．それに加えて，単なる

オンラインストレージとしてデータを蓄

積・配信するだけでなく，NTT研究所

などの技術によりデータそのものの価

値を高めたり，データを活用して誰で

も簡単・便利に使えるホームサービス

を提供できるようにします．私たちは，

このような特徴を備えたさまざまな

SDHサービスにより，光回線の価値を

実感でき，使えば使うほど日々の生活

がより便利に快適になっていくような，

新たなホームサービスが実現できる，と

いう仮説のもと，サービスの可視化を

推進しています．

SDHサービスアーキテクチャ

SDHサービスの詳細なアーキテク

チャは，具体的なニーズや利用環境を

踏まえて検討することになりますが，大

まかには図１に示すような構成となり

ます．

フレッツ光などのブロードバンド回

線に加入している家庭を主な対象とし，

家庭とファミリークラウドは回線キャ

リアのマネージドネットワークにより，

インターネットを介さず，直接接続さ

れることを想定しています．このよう

な構成により，インターネット上に多

数展開されているオンラインストレー

ジサービスと比較して，高いセキュリ

ティが実現できます．また，ブロード

バンド回線の広帯域性に加えて，マネー

ジドネットワークの高い品質（低遅

延・低損失等）により，大容量のデー

タ（高精細ビデオコンテンツ等）もス

トレスなく利用することができます．

ファミリークラウドにデータを収集

する際には，ICTに詳しくないホーム

ユーザにも利用してもらうために，ユー

ザの手間をできるだけ軽減する必要が

あります．データの収集は主に家庭内

のホーム機器と，インターネットなど

の外部サービスから行われます．それ

ぞれについて，既存の技術である，

ホーム機器連携基盤（ホームICT等）

やサービス連携基盤（OAuth＊等）を

利用してデータ収集を行います．

ファミリークラウドの中心的な機能

は，データ蓄積機能，データ分析・加

工機能，サービス提供機能の３つの部

分から構成されます．

データ蓄積機能では，ユーザのデー

タを個人用のストレージ領域，家族共

通の領域などに分けて蓄積します．

サービスによっては，家族間や離れて

暮らす親戚などとの間でのデータ共有

が必要になります．このため，ユーザ

間のデータの開示制御が行われます．

このような，通常のオンラインストレー

ジの機能に加え，後述のデータ分析・

加工機能との組み合わせにより，デー
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タの内容を認識して自動的にアノテー

ションを加えたり，データの傾向から

ユーザの趣味嗜好を学習したりといっ

た高度なデータ処理も実施します．

データ分析・加工機能は，蓄積さ

れているデータやユーザに提供するサー

ビスに対して，独自の付加価値を付与

する要素技術を，再利用可能なソフト

ウェア部品としてモジュール化したも

のです．NTT研究所が研究開発した

独自技術や外部組織とのオープンイノ

ベーションにより評価・検討した技術

を使用します．

サービス提供機能は，クラウドサー

ビスとしてさまざまなSDHサービスを

家庭へ提供するための，サービスの実

行をつかさどります．家庭内の端末

（電話機，TV，タブレット，スマート

フォン等）へ，サービスごとに必要と

なる端末ソフトウェア（ユーザインタ

フェース等）を配信する必要がありま

すが，HTML5などの技術をベースと

し，機能の異なる新たなサービスの使

用に際しての端末の新設や改造を最小

化します．

SDHサービス可視化事例

私たちはこれまでに，SDHのコンセ

プトに基づくサービスを考案し，試作

したデモシステムをNTT R&Dフォー

ラム2013に出展しました．ここでは，

ファミリークラウド上にあるコンテンツ

をより便利に閲覧するサービスとして

「おもいでフレーム」「ファミリークラ

ウドブラウザ」を，ファミリークラウド

上のデータを活用した高度なコミュニ

ケーションサービスとして「ゆるこね」

を紹介します（図２）．

■おもいでフレーム

ファミリークラウドに蓄積されるデー

タとしてまず最初に想定されるのが，

ユーザ自身が撮影した写真やビデオで

す．多くの家庭において，デジタルカ

メラやスマートフォンで撮った写真・

ビデオは，そのままメモリーカードに格

納されています．ICTに詳しい一部の

ユーザは，PCに接続して管理したり，

オンラインストレージサービスを利用し

データ分析・加工機能 

図１　SDH サービスアーキテクチャ 
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たりしています．しかしいずれにして

も，見たい写真を探して表示するには，

デジタルカメラやPCの電源を入れ，過

去のフォルダを掘り返して写真を探し

たり，アプリを立ち上げて表示するな

どの手間がかかります．そこまでの労

力をかけて写真を見るという機会は限

られるため，結局は撮ったが最後，一

度も見ない，ということも起こり得ま

す．また，デジタルフォトフレームでス

ライドショー表示するという方法もあ

りますが，基本的にはランダムに表示

されるものですので，見たいときにすぐ

に見たいものを，というわけにはいきま

せん．

私たちは，日常のふとしたきっかけ，

例えば，家庭内で交わされる会話で

あったり，リビングで見ているTV番組

であったり，その日の天候であったり，

そういった手掛かりから思い出が想起

される瞬間に合わせて，関連する写真

やビデオがすぐに提示できれば，過去

の思い出を常に身近に感じられる新た

な写真・ビデオの楽しみ方を実現でき

るのではないかと考えます．おもいでフ

レームサービスでは，ファミリークラウ

ドに蓄積された家族の写真を，フォト

フレーム型端末でスライドショー表示

するとともに，音声認識技術により

ユーザが発声したキーワード（旅行，

お父さん，市民公園等）を認識し，そ

れに関連する写真を絞り込んで表示し

ます．さらに音声だけでなく，タブレッ

ト端末のタッチ操作による写真の選択

インタフェースも備え，キーワードの

AND検索等のより複雑な絞り込みや，

何となく写真を見ている非目的志向の

閲覧スタイルもサポートしています．

■ファミリークラウドブラウザ

ファミリークラウドに蓄積されるデー

タには，ユーザ自身が撮影した写真や

ビデオのほかにも，インターネット上の

個人ブログ・企業等のサイト，ネット

ビデオやビデオオンデマンド（VOD:

Video On Demand）等の映像コン

テンツ，電子書籍等，さまざまなもの

が考えられます．また，データ収集に

関しても，ファミリークラウドがユーザ

図２　SDHサービス事例の概要 

ユーザ興味 写真・ビデオ 

デジカメ 
タブレット 

（光iフレーム等） 
IPTV・ 
スマートTV

タブレット・ 
TV等 

おもいでフレーム　 
会話をきっかけに思い出の写真・
ビデオを簡単再生 

ファミリークラウドブラウザ　 
TVの前の人物を画像認識．その人の興味に
合ったコンテンツを自動配信 

ゆるこね　 
プライバシに配慮して常に適切なモードで
つながるコミュニケーション環境 

「遊園地に行ったとき…」 

「結婚当時は…」 



サービス系研究開発のスピードアップを目指したサービスインキュベーションの取り組み

NTT技術ジャーナル 2013.524

に代わって自動的に収集したり，ある

いは，広告や新着情報等のかたちで外

部から配信されてくることも想定でき

ます．さらには，データそのものがファ

ミリークラウドに保管されていなくて

も，リンクやブックマークなどの参照

情報のみが保管されていれば，閲覧の

際に外部サイトから取得する構成も十

分可能です．

このようにファミリークラウドがカ

バーするデータの種類が広がると，

ユーザが何を見たいのか考えたり，見

たいものを探したりすることが非常に

困難になってきます．現在は，検索

サービスや SNS（ Social Network

Service）でのクチコミ等が，見たいコ

ンテンツにたどり着く有力な手段です

が，ICTに疎い中高年層等ではそれも

困難な場合があります．そこでファミ

リークラウドブラウザでは，多くの

人に親しみのあるTVのユーザインタ

フェースにより，ユーザ個人や家族で

一緒に見るのに適したコンテンツを，

そのソース（TV，ブログ，ネットビデ

オ，電子書籍等）にかかわらず「ユー

ザ専用チャンネル」としてまとめて配

信します．コンテンツの選別には，閲

覧履歴からユーザの興味を学習し，コ

ンテンツごとにユーザ興味との適合度

を判定するライフログ技術を用いてい

ます．また，興味の学習やユーザ専用

チャンネルの表示には，今，TV画面

の前にどのユーザがいるかを認識する

必要があります．そのために，カメラ

映像から人物の人数・年齢・性別を

判定する技術を使用しています．

■ゆるこね

家族や友人等，複数の世帯でSDH

サービスを利用している場合，ファミ

リークラウド上のデータを世帯間で共

有することにより，さまざまなコミュ

ニケーションサービスが可能になりま

す．ゆるこねは，家庭内のカメラやセ

ンサからのデータをプレゼンス情報とし

てほかの家庭と共有することで，高品

質の電話やTV電話を補完する，常に

緩やかにつながっていられるコミュニ

ケーション環境を提供します．例とし

て，TV電話のカメラから得られた映像

を，画像処理によりシルエット化して

共有することで，身なりに気を遣うこ

となく自分が何をしているか，忙しい

のか暇なのか，といった情報を伝える

ことができます．また，このような抽

象的なレベルでコミュニケーションした

後，必要に応じて高精細のTV電話に

ワンクリックで移行できます．

今後の展開

SDHの取り組みは，現在サービスコ

ンセプト確立のフェーズにあり，技術

的にもまだ課題が残る部分があります．

例えば，家庭の誰でも簡単に使える

サービスを目指すうえでは，デジタル

カメラの写真等の自動アップロードや

自動分類は必要な技術です．現在，

要素技術の評価とサービスへの組み込

み方式の検討を行っています．

また，家庭での生活のさまざまな側

面で，SDHサービスで支援できること

は，医療・健康や安心・安全，教育

など，まだまだたくさんあります．ひか

り＋ファミリークラウドという共通的

な枠組みで，快適な生活を総合的にサ

ポートするサービス群の創出を目指し

ます．
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事業会社やお客さまの要望・課題をお聞
きして，研究所等の技術をインテグレー
ションし，新たなホームサービスをかたち
にする取り組みを進めています．ご意見・
ご要望等，ぜひお聞かせください．
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