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＊1 ノントラフィック収入：ネットワーク通
信料以外で得られる収入．

＊2 B2B2C：取引先企業を介在して対消費者
取引を間接的に行うビジネス形態．

次世代住戸向け遠隔家電制御システムの技術開発

1. まえがき
近年，各地で再開発が行われ，高

層タワー型マンションなどの大規模

物件の建設が多数行われている．そ

れらのマンションの高層階において

は，携帯電話がつながりにくいこと

もあり，マンションの価値向上ソ

リューションとしてIMCS（Inbuild-

ing Mobile Communication System）

が導入されてきた．しかし，最近は

ホームＵといった，個人ユーザ負担

で機器を準備し，ユーザ宅内のブロ

ードバンド回線を利用して通話やメ

ールが可能なサービスが提供され始

めたことから，物件オーナーが

IMCS導入を敬遠する動きも出て

きた．

一方で，物件オーナーからは他物

件との差異化を図るべく，不感地対

策以外でさらなる物件の付加価値向

上が実現できる先進的な入居者向け

サービスの提供が期待されており，

遠隔家電制御サービスや警備サービ

スなどを提供する各種サービスプロ

バイダ（以下，SP）が増加してきた．

しかし，SPの増加に伴い，個々

のSPとの個別の契約やサービス利

用時の操作方法が煩雑になるなど，

エンドユーザにとってのデメリッ

トも生じている．

また，SPや物件オーナーからは，

提供サービスの差異化やユーザから

のサービス利用料回収を容易かつ低

コスト化したいなどの要望が聞か

れる．

そこで，新たな価値向上ソリュー

ションとして，エンドユーザや物件

オーナー，既存SPなどが抱える課題

を解決するとともに，通信事業者が

継続的なノントラフィック収入＊1を

得られるビジネスモデルを構築する

ソリューションを検討し，それを実

現するシステムの試作開発を行った．

本稿では，本ソリューションのコ

ンセプトや提供機能について解説

する．

2. コンセプト
本ソリューションは，主にマンシ

ョン物件オーナーをターゲットとし

たB2B2C（Business to Business to

Consumer）＊2型ビジネスを提供する

システムであり，本システムは複数

のSPと接続され，各SPが提供する

各種サービスを束ね，また，各SP

が提供するサービス間や，携帯電話

キャリアが提供するネットワークサ

ービスなどとの連携により，新たな

サービス（機能）を提供するサービ

ス提供プラットフォームである．

住宅向けサービスへの提供形態の

現状と新サービス提供後のイメージ

を図1に示す．現在SP各社は，それ

ぞれが独立したサービスを提供し，

ユーザは複数のサービスに加入し利

用する必要がある．サービスを導入

する物件オーナーにとっても，多く

のサービス提供はマンション価値向

上につながる反面，複数のSPとの

契約や，ユーザへのサポート稼働の
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増加など，関連する事業者が増える

ほど複雑化してしまう実態がある．

また，長期間にわたってマンショ

ンに居住するエンドユーザに提供す

るサービスについても，常に新しい

サービスを組み合わせていくなど，

長期的に利用し続けられる仕組みの

確立が課題となる．

そこで，本ソリューションでは，

これらの課題を解決すべく，次の2

点をコンセプトとした．

①サービスの一元提供

複数のSPが提供する複数の

サービスをサービスプラットフ

ォームにより統合し一元提供す

ることで，エンドユーザに対し

て，契約の一本化や，1つの操

作インタフェースでのさまざま

なサービスの利用を可能にして

利便性向上を図る（図１（b））．

また物件オーナーに対しても，

契約やユーザへのサポートの稼

動削減を可能とする．

②SPが参加しやすい仕組み

前述のように複数サービスを

束ねる際に，単に統合するだけ

ではなく，サービス間の連携を

実現することで，個別サービス

では提供できない新たな機能を

実現する．またSPに対しても，

エンドユーザに対する契約や料

金徴収の代行など，SP側の負

担を軽減するメリットを提供す

ることで，本プラットフォーム

への接続を促進させる．SPの増

加や個々のSPのサービスの進

化に伴って，連携するサービス

も共に発展が促進されることに

なり，数十年間利用される住宅

向けサービスにおいて，継続的

に新しいサービスをエンドユー

ザへ提供することを可能とする．

3. 試作システム概要
3.1 システム構成
今回試作開発を行ったシステム

では，SPとしてドコモ・システム

ズが提供する遠隔家電制御サービ

ス「留守モード＊3」と，携帯電話ネ

ットワークサービスの「ビジネス

moperaGPSロケーション」との接続

を行った．システム構成図を図2に

示す．本システムでは，ユーザやSP

の管理，サービス間の連携などの主

となる機能を提供するサーバ（以

下，レジデンシャルサーバ）は，SP

が運営するサーバ（以下，SPサー

バ）と接続される．

一方，移動端末に対しては，接続

しているSPサーバに応じたインタ

フェースがiアプリまたはブラウザ

により提供される．

本システムの構成は，SPサーバ
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＊3 留守モード：「留守モード＼ルスモード」
はドコモ・システムズ㈱の登録商標．
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のサービスを直接エンドユーザに提

供するのではなく，レジデンシャル

サーバがSPサーバのサービスをい

ったん受け，他サービスとの連携や

新たな機能の追加を行い，統合サー

ビスとしてエンドユーザに提供する

構成となっている．SPの追加や，既

存SPによる新サービスの提供が行

われた場合，SPサーバには手を入

れずに，他のサービスとの連携が実

現できる．

3.2 エンドユーザへの提供機能
本システムの各機能は，SPサー

バには一切手を入れることなく，SP

サービス間連携やレジデンシャルサ

ーバの機能開発のみで実現している．

�位置（GPS）連携家電制御機能

既存の遠隔家電制御サービスで

は，基本的にユーザが能動的に機器

の状態確認や操作を行う必要があ

る．しかし，鍵を閉め忘れて外出し

てしまった場合などには，ユーザが

気付くまで鍵が開けたままになると

いう防犯面での課題があった．そこ

で，ビジネスmoperaGPSロケーシ

ョンサービスで提供されているGPS

測位機能と，前述の遠隔家電制御サ

ービスで提供される施錠状態監視を

連携させ，鍵の閉め忘れを通知する

機能を実現した．

本機能は，未施錠状態のまま一定

時間が経過した場合，レジデンシャ

ルサーバはビジネスmoperaGPSロ

ケーションサービスにてユーザの移

動端末の位置情報を取得するよう指

示を出し，ビジネスmoperaGPSロ

ケーションサービスから測位結果を

取得する．取得した位置情報と自宅

の位置情報を比較し，ユーザが事前

に設定した距離以上離れていた場合

には，鍵の閉め忘れが起きていると

判断し，ユーザへ通知または自動施

錠を行う．

なお，本機能は鍵の閉め忘れだけ

ではなく，家電の消し忘れ時などに

も適用できる．

�複数家電自動制御機能

毎日繰り返される起床時，就寝

時，外出時などのシチュエーション

では，毎回同じ複数の家電の操作を

行う必要性が生じる．このとき必要

な家電の操作を簡易化することで大

幅な利便性の向上が期待できる．

そこで，本システムでは，SPサ

ービスをベースに次の3つの新機能

を実現した．

①ユーザが設定した時間になると

自動的に家電を制御する機能

ユーザがiアプリで，何時に，

どの機器（複数可）を，どう制

御する，という情報を登録する．

iアプリは登録された情報をレ

ジデンシャルサーバへ送信す

る．レジデンシャルサーバは，

設定時間になると，SPサーバ
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に家電の制御指示を送信する．

②１つの操作で複数の家電を同時

に制御する機能

iアプリの一括制御ボタンに，

どの機器（複数可）を，どう制

御する，という情報を登録す

る．以降ユーザがそのボタンを

押下すると，iアプリはレジデ

ンシャルサーバへ家電制御信号

を送信し，それを受けたレジデ

ンシャルサーバが，SPサーバ

へ家電制御指示を送信する．

③外出時や帰宅時（玄関鍵の解施

錠時）にあらかじめ設定された

家電を自動制御する機能

ユーザはあらかじめレジデン

シャルサーバに対し，鍵の解施

錠時に，どの機器を，どう制御

する，という情報を登録してお

く．ユーザが外出や帰宅時に鍵

の解施錠を行うと，SPサーバ

からその都度通知が行われる

（SP既存機能）．この通知を受け

たレジデンシャルサーバは，ユ

ーザがあらかじめ登録した家電

に対する制御信号を，SPサー

バへ送信する．

�見守り通知機能

今後，さらなる高齢化・核家族化

が進み，独居老人が増えていくこと

が予想され，高齢者自身の安心・安

全や家族の安心に関するサービスへ

のニーズは，ますます高くなると考

えられる．本システムでは，SPの

遠隔家電制御サービスから家電の動

作状況を取得し，家電の動作状態変

化の有無を確認し，一定期間以上，

指定した機器の利用がなかった場

合，居住者に異常が発生した可能性

があると判断し，離れて暮らす家族

や介護事業者など，あらかじめ登録

されているあて先へ異常を通知する

機能を実現した．

これまで，特定の家電を利用した

見守りサービスを提供している事例

が存在するが，本システムにより，

例えば照明，エアコンや鍵など複数

の機器を対象とするサービスへの拡

充を実現させた．

� iアプリによる操作

既存の遠隔家電制御サービスで

は，携帯電話のブラウザを利用した

操作が一般的で，テキストベースの

操作画面であるため，見やすさや使

いやすさといった点で課題があり，

特に今後の機能の増加やサービスの

高度化に伴って，より分かりやすく

使いやすい操作インタフェースの必

要性が高まると考えられる．

そこで本システムでは，iアプリ

を使ったユーザインタフェースを提

供することで，PUCC（Peer-to-peer

Universal Computing Consortium）

通信プロトコル（以下，PUCCプロト

コル）がもつ「接続機器の動的な発

見と属性情報の取得」機能を活用し

てiアプリでの動的なGUI（Graphi-

cal User Interface）＊4生成を実現し

た．また，iアプリの画面構成の自

由度を活かした，グラフィカルで分

かりやすい操作インタフェースを提

供することはもちろんのこと，物件

の状況やユーザの好みに応じてカス

タマイズした操作インタフェースの

提供も可能となっている．

iアプリ操作インタフェースを図3

に示す．本アプリでは，情報の一覧

性や視認性が高く，誰でも直感的に

操作が可能な分かりやすいインタフ

ェースを実現するため，次の点を工
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夫した．

・画面を分割し各エリアの役割を

明確化

・各家電をアイコンで表示し一覧

性を確保．機器の状態によって

アイコン色を変化させることで

高い視認性を確保

・各種通知の到着とその内容を分

かりやすく表示するため，画面上

部に通知種別ごとのアイコンを

配置し，新着通知が届くと通知

のアイコンを点滅させるとともに，

その内容をテロップで表示

・一括制御リモコンエリアは，本

機能を利用しないユーザのため

に，表示／非表示設定が可能

3.3 SPへの提供機能
本ソリューションを実現させるう

えで重要となるのは，複数のSPと

の接続である．しかし，接続するSP

や提供するサービスによって，それ

ぞれ接続インタフェースや制御プロ

トコルなどが異なるため，各SPや

サービスごとに接続インタフェース

を個別開発する必要がある．そのた

め，SPが増えれば増えるほど，開

発にかかる時間やコストの観点で接

続が困難になる．

この課題を解決する手段として，

PUCCにてPUCCプロトコルが提案

されている[1][2]．

PUCCは制御プロトコルなどが異

なるさまざまなデバイス間を相互に

接続する技術であり，家電，プリン

タ，ホームゲートウェイ，携帯電話

などのベンダ各社や大学などが連携

し設立されたコンソーシアムであ

り，ここで提唱されているPUCCプ

ロトコルは，Bluetooth�＊5，TCP/IP

（Transmission Control Protocol/

Internet Protocol）などの既存通信

規格の上位プロトコルとして，アプ

リケーション層にオーバレイネット

ワークを構築し，異なる種類の規格

にまたがるデバイス間の相互接続性

を実現するものである．

本システムでは，このPUCCプロ

トコル技術を採用するにあたり，SP

側の既存接続インタフェースと

PUCCプロトコルの相互変換を行う

機能（以下，変換モジュール）の開

発を行った．

基本的なレジデンシャルサーバの

プロトコルスタックを図4（a）に示

す．携帯電話上のアプリケーション

とレジデンシャルサーバおよびレジ
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＊5 Bluetooth�：移動端末，ノートパソコン，
PDAなどの携帯端末を無線により接続す
る短距離無線通信規格で，米国Bluetooth
SIG Inc.の登録商標．
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デンシャルサーバとSPサーバ間に

おいてPUCC/HTTPSで通信を行

う．しかし，今回のシステムでは，

既存SP（留守モード）との接続の

ために，変換モジュールをレジデン

シャルサーバ上に実装し，留守モー

ドのWebインタフェース（HTML/

HTTP）を解析し，PUCCプロトコ

ル形式（PUCC/HTTPS）との相互

変換を行っている（図4（b））．

留守モード以外のSPとの接続に

ついても，変換モジュールを各SP

向けにカスタマイズすることで対応

が可能である．また，ドコモからSP

へ変換モジュールを提供し，SPサ

ーバ上に実装することも想定してお

り，これによりレジデンシャルサー

バとの接続に伴うSP側の開発規模

を抑えることができる．

将来SP側のPUCC対応が進んだ

段階では，変換モジュールは不要と

なり，レジデンシャルサーバとSP

サーバの接続がより容易となる．こ

れによって，SPのサービス拡充や

エンドユーザへの提供サービスの充

実が容易に行えることが期待される．

4．あとがき
本稿では，住宅向けサービス提供

プラットフォームシステムの試作開

発について解説した．試作システム

では，位置検索サービス，遠隔家電

制御サービス，iアプリなど，複数

のサービスや機能を連携させる仕組

みを実現し，既存SPサービスでは

提供されていない付加価値の高い新

サービスを提供するプラットフォー

ムを実現した．

今後は，本システムと連携する

SPの拡大に向けて継続的に取り組

むとともに，連携SPを増やすため

にも，本システムとの接続インタフ

ェースの効率的な実装方法について

継続して検討を行っていく．
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