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いつでもどこでもだれもが
情報を扱える社会

～ユビキタス情報社会～

２００３年

「情報化社会と職業」講義用
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目 次

１．ユビキタスコンピューティング

２．ユビキタス情報社会（イメージと基盤技術）

３．情報家電の動向
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ユビキタスコンピュ－ティングとは

ユビキタス（Ubiquitous）、ユビキタスコンピューティング

●ゼロックス社パロアルト研究所の故マーク・ワイザー氏らの
ユビキタスコンピュータプロジェクトが提唱した概念

だれもが、いつでも、どこに移動しても、同じような性能のコ
ンピュータの能力を利用できる（環境）

●ユビキタスとは、「あまねく神が存在する（遍在する）」と
いう意味のラテン語

Mark Weiser spoke at the Nomadic '96 conference in March 1996 
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Mark Wiser氏

写真 http://www.ubiq.com/weiserより引用。写真撮影 Peter Menzel 氏。

http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/NomadicInteractive/

../../../金沢学院大学授業/情報化社会と職業/情報家電/MARK-WEISER/Nomadic Issues in Ubiquitous Computing.ppt
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ユビキタスプラットフォームのイメージ

出典：社団法人日本電子工業振興協会編「21世紀情報社会に向
けたユビキタスＩＴ開発の提案」、平成12年10月より引用

衛星アンテナ
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ユビキタス社会への情報技術

出典：社団法人日本電子工業振興協会編「21世紀情報社会に向
けたユビキタスＩＴ開発の提案」、平成12年10月より引用
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ユビキタス情報社会へ向けての取り組み

ネットワークの高度化

● 常時接続の高速ネットワーク（ブロードバンド化）
● 有線と無線の統合

● IPアドレス資源確保のためのIPv6の実現

利用し易い情報端末
● ＩＰｖ６利用で接続する利用し易いデバイス（情報端末、情報家電など）

高品質の情報コンテンツ
● 美感創遊の高品質な情報コンテンツ(マルチメディア）

デジタル情報格差の解消

セキュリティの強化
● 個人の認証のみでの接続：個人情報の保護や、認証システムのセキュリ
ティ技術
● ウイルス、クラッカー対策、迷惑メール防止

● 共通のＩＴリテラシ能力の育成、身障者にもやさしい。

e-Japan戦略

../../../金沢学院大学授業/情報化社会と職業/情報家電/資料「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」.ppt
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ユビキタス情報社会に必要な
新しい技術

新ＩＰアドレス ＩＰｖ６
（インターネットプロトコール・バージョン６）

無線技術

●中・長距離無線技術

●短距離無線技術（ブルートゥース）

（利用資料）

本資料は、Intelligent Systems Design Laboratory殿と慶應義塾
大学SFC殿の資料および教材を利用させていただいている。



9

IPｖ６（インターネットプロトコール・バージョン６）とは

●日本が他国に先駆けて開発に携わってきた「IPv6」
というインターネット上の新しい取り組みが本格化
した。
●IP（Internet Protocol）とは、ネット上で通信を行うた
めの約束事（プロトコル）のこと。現在使われてい
る「IPv4」 は1980年代前半に標準化（国防総省）
されたまま。
●IPv4は、爆発的に増えつつあるネットユーザーを
“収容”しきれず、「ネットにつなぎたくてもつなげな
い!」という状況に陥る。
●その救世主となるのが、IPv6。

ＩＰｖ６の詳細説明

../../../金沢学院大学授業/情報化社会と職業/経営情報システム論/２００３年度/次世代IPｖ６（IPv4).ppt
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IPｖ６（インターネットプロトコール・バージョン６）（１）

通信上の
約束事

Intelligent Systems Design Laboratory 資料引用

プロトコルとは
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IPｖ６（インターネットプロトコール・バージョン６）（２）

PCユーザ，ネットワークデバイス増加

Intelligent Systems Design Laboratory 資料引用

インターネットの現状
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◼インターネット上のアドレス数が少ない

IPｖ６（インターネットプロトコール・バージョン６）（３）

232≒43億

PC利用者の増化

≪

IPアドレス枯渇の危機！

（地球の人口約５５億）

携帯電話など接続機器
の増加

IＰｖ4の問題点(1)

アドレス付けに使う
情報量（２進数３２桁）

Intelligent Systems Design Laboratory 資料引用
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新しいIPが必
要！！

●セキュリティ（機密漏洩、プライバシー
保護など）の不備 ●
経路情報増大により中継用コンピュータ
への負担大 ●
設定に手間がかかる

IPv4の問題点(2)

Intelligent Systems Design Laboratory 資料引用

IPｖ６（インターネットプロトコール・バージョン６）
（４）
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◼アドレス情報量（２進数128桁）

２128≒3.4×1038 ほぼ無限大

◼セキュリティ技術（暗号・認証の仕組）の導入

◼アドレスの自動生成機能

単なる端末であればなにも考えずにネットワークに接続す
ればそれだけで通信が可能な状態になる。

IPｖ６（インターネットプロトコール・バージョン６）
（５）

アドレス枯渇問題解消！

Intelligent Systems Design Laboratory 資料引用

IＰｖ6の改良点
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IPｖ６でのIPアドレス表記法

１６ビットご
とに区切る
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思い通りに使えるインターネットIPv6への取組み

出典：総務省「平成13年版情報通信白書」

インターネットプロトコール（ＩＰ）
現在 IPv4 将来 IPv6

IPアドレス 32ビット（4バイト） 128ビット(16バイト）
アドレスの数 ２３２＝約43億個 ２１２８＝約3.4×1038個

平成１１年後半、全世界で正式割り当て開始

 

世界中の人が1人1028 個 ＩＰアドレス利用可
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無線とブルートゥース

 １．ワイヤレス（電波）

 ２．規格に関する基礎知識

 ３．無線LANとブルートゥース

（引用教材）

慶応義塾大学ｓｆｃ教材より転載
http://www.ok.sfc.keio.ac.jp/2001/wg/tuesday/bbtopics/bbtopics2.files/frame.htm
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ワイヤレス（電波）の話（１）

＊波長が短ければ短いほど、情報量が多くなるが、
距離が短い

ＭＦ ＨＦ ＶＨＦ ＵＨＦ ＳＨＦ ＥＨＦ

長波 中波 短波 超短波 デシメータ波 センチ波 ミリ波

波長 1

km

100

m

10

m

1

m

10

cm

1

cm

1

mm

周波数 300

kHz

3

MHz

30

MHz

300

MHz

3

GHz

30

GHz

300

GHz

ＬＦ

マイクロ波

樋川加筆修正慶応義塾大学ｓｆｃ教材より転載
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ワイヤレス（電波）の話（２）

超短波
極超短波

（３０MHz～１GHｚ）

準マイクロ波
（１GHz～５GHz）

テレビ
携帯電話

ワイヤレスマウス
航空機の通信

次世代携帯
無線LAN

ブルートゥース

慶応義塾大学ｓｆｃ教材より転載
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ワイヤレスの規格

赤外線

802.11IR

電波（2.4GHz）

802.11

802.11b 802.11e 802.11g

1~2Mbps
5.5~

11Mbps
11Mbps
（ストリーミ
ング対応）

20Mbps

以上

802.15

（BlueTooth）

1Mbps

IEEE（米国の電気電子技術者協会）による標準規格化
この規格によって、異なるメーカー、製品の通信に互換
性が生まれた。

通常の
無線LAN

転
送
速
度

慶応義塾大学ｓｆｃ教材より転載
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ブルートゥースとは

◼パソコンだけでなく、あらゆるデバイスに
搭載さ

れることを目的として作られた規格。

◼小型化、省電力化という点で無線LANとは
異な

る。→目的が異なる

◼第3世代モバイル･マルチメディア･コミュニ
ケー

ションを利用しやすくするために開発が進
めら

れている

慶応義塾大学ｓｆｃ教材より転載
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無線LANとブルートゥース
・比較

スピード

距離

消費電力

慶応義塾大学ｓｆｃ教材より転載
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無線LANとブルートゥース
（１）

◼スピード

–無線LAN（IEEE 802.11b方式）

•規格上最大１１Mbps（実行転送速度５Mbps）

–ブルートゥース（IEEE 802.15方式）
•最大転送速度１Mbps（将来10 Mbps）

家庭から無線機器を経由してインターネットにアクセスす
る場合、無線LANの方が有効である。しかし、それぞれの
使用用途は異なることを念頭に・・・。

慶応義塾大学ｓｆｃ教材より転載
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無線LANとブルートゥース
（２）

◼電波の到達範囲
–無線LAN 

•50m～100m 

–ブルートゥース

•10m以内

［注］この到達範囲の限定という特徴を活かした運用法も
ある

・特定の場所に入ると、ブルートゥース搭載の携帯、PDA 

に特定の情報が送信されてくる等・・・。

慶応義塾大学ｓｆｃ教材より転載
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無線LANとブルートゥース
（３）

◼消費電力

–ブルートゥースは省電力である。
（無線LANの２/３以下）

–省電力化の理由

•電波の送信出力が小さい（距離が短い）

•チップがデバイス本体に一体化、小型化

→携帯電話やPDAなど電池で動くデバイスに乗る

慶応義塾大学ｓｆｃ教材より転載
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無線LANとブルートゥース（４）

◼目指す方向が異なる規格

–ブルートゥースはLANより狭い「P（Personal）
AN」を想定している

–接続機器数の制限もある（7台）

–近い距離での1対1の接続を実現するための規格

–無線LANは有線LANに代わるもの

慶応義塾大学ｓｆｃ教材より転載
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情報家電への取り組み

出典：総務省「平成13年版情報通信白書」
 

情報家電のイメージ
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情報家電モデルハウス

http://www.eclipse-jp.com/jeita/index2.html より引用

電子情報技
術産業協会

東京都多摩
ニュータウン
にて一般公開

平成１４年２月
～３月

../../../金沢学院大学授業/情報化社会と職業/経営情報システム論/２００３年度/モデルハウス/情報家電モデルハウス１.htm
http://www.eclipse-jp.com/jeita/index2.html
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モデルハウス内の情報家電（１）

■門・玄関先

外出中でも携帯電話
で確認して宅配荷物
が受け取れる受け取
りボックス。明かりに
はカメラが組み込ま
れている

■玄関１

指紋認証で家族のだ
れが帰ってきたかを特
定してカギを開ける。
帰宅のお知らせは携
帯電話への発信もで
きる

■玄関２

ドアを開けるとソニー
のロボット「ＡＩＢＯ」
がダンスで出迎える。
ドアの開く音に個人
認証信号の仕掛け
があり、ＡＩＢＯを動か
す信号プログラムに
なっている

■リビング

プラズマディスプレーと
チューナーや通信端末
を兼ねたセットトップ
ボックスはリビングのＩＴ
コントローラー。照明、
エアコンなどリモコンで
制御、不在時の来客情
報をハードディスクに蓄
積して後から確認でき
る

日経ネット http://it.nikkei.co.jp/it/archive/m200201/20020214pa000pa.cfmより引用

http://it.nikkei.co.jp/it/archive/m200201/20020214pa000pa.cfm
../../../金沢学院大学授業/情報化社会と職業/情報家電/Web/index.html


30

モデルハウス内の情報家電（２）

■書斎

デスクと統一してデザイ
ンされた引出しなどでパ
ソコンや周辺機器をすっ
きりと収納する

■子供部屋

パソコン習熟度はパパ、
ママより高度？ メール
などを使って、連絡をとれ
ば留守番も安心

■バルコニー

雨が降ってくると自動的
に洗濯物にカバーがか
かる雨検知物干しを装
備

■庭

携帯電話で予め用意した
通りに、ペットにえさを与
えたり、植木や芝生に水
撒きできる。外出中でも世
話に手抜かりはない

日経ネット http://it.nikkei.co.jp/it/archive/m200201/20020214pa000pa.cfmより引用

http://it.nikkei.co.jp/it/archive/m200201/20020214pa000pa.cfm
../../../金沢学院大学授業/情報化社会と職業/情報家電/Web/index.html
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情報家電モデルハウス展示内容

・宅配便宅外携帯電話自動受け取りシステム ・指紋認証鍵無し玄関ドア

・音声認識ホームネットワークコントロール ・ＩＴキッズルーム

・ＩＴ書斎 ・インターネット電子レンジ

・インターネット洗濯機 ・モバイルTV、エアボード

・TVセンター、TVリモコンによるホームネットワークコントロールシステム

・自動発注米びつ、ビール自動発注システム ・ハンズフリー自動コールシステム

・ハンズフリー部屋間コミュニケーション ・全自動ホームシアター

・POF（プラスティック光ファイバー）によるハイビジョン画像伝送（居間－書斎など）

・自動給餌システム ・自動給水システム

・ＩＴアタッシュケース（モバイルオフィス） ・無拘束生体情報検知ベット

・ポット安否確認システム

・ロボット（癒しロボット、メール配信ロボット、ダンシングロボットなど）

・携帯電話による、ホームネットワークの遠隔操作 ・家庭と自動車間のハンドフリー音声
メール
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三洋ホームズのIT住宅

平成15年1月1日
より、IT住宅商
品化第1弾となる
SANFIT(サン
フィット)を発売SANFITの4大特長

１．ホームコントローラー機能
を備えたワイヤレス
「Web端末」搭載

2. ネットワークカメラ、オール

電化仕様による「防犯、
省エネ、アメニティ住宅」

3. お客様とのコミュニケーショ

ンによる「建物管理シス
テム」

4. ネット配信サービスによる

「新しい生活サポートシ
ステム」

http://www.sanyo.co.jp/koho/hypertext4/0212news-j/1225-1.html

３．３平米

４９万円～
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パナホームのIT住宅

http://www.panahome.jp/release/95_frm.htm

◆ 『エルイデオ リヴィ』の特徴

（1）安全・安心で便利なくらしを
実現する、業界初の家庭内ネッ
トワーク設備「ハウスルー・ネッ
ト」を採用

（2）通風･採光を確保しながら、
安全性やプライバシー、省エネ
にも配慮する「空間提案」

（3）住む人の感性やこだわりに
合う、個性的な外観コーディネー
トが可能

（4）松下グループの先進技術を
結集した設備・仕様で、健康・快
適なくらしを実現
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家電メーカーのネットワーク家電他
１．株式会社 日立製作所

２．松下電器産業株式会社

３．株式会社 東芝

４．三洋電機株式会社

５．ソニー株式会社

６．キャノン株式会社

７．象印マホービン株式会社

８．その他

（横河電機株式会社、株式会社ブイシンク）
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株式会社日立製作所

ネットワーク化することで、新機能を付加した製品を販売する
だけでなく、最新のプログラムをダウンロードできるようにし、
「家電もソフトで稼ぐ」ビジネスを模索している。２００１年、ホー
ムネットワーク家電構想を発表。発表の席上で「２００３年には
製品化。初年度約４００億円の売り上げを目指す」とコメントし
ている。製品化するカテゴリーはまだ定まっていないが、現行
の家電と比べ、製品の単価は数％のコストアップに収まるよう
にする考えだ。

また「製品１品ずつを売るだけでなく、システムキッチンのよ
うに住宅と一体化した製品も有力ではないか」（家電グループ
デジタラクティブ開発センタの大門宏行部長代理）とみている。

日本経済新聞社 NIKKEI ＮＥＴより引用

http://it.nikkei.co.jp/it/archive/m200201/20020213pa000pa.cfm

http://it.nikkei.co.jp/it/archive/m200201/20020213pa000pa.cfm
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日立：ネットワーク洗濯機

最新のプログラムをダウン
ロード。試作機ではブルー
トゥースを利用

現在、ネットワーク洗濯機の試作を
繰り返し、これを手がかりに売れる
ネットワーク家電についての検証を
進めている。白物家電、特に国内仕
様の製品は細かな設定が極めて多
い。洗濯機なら衣類の素材、水量、
洗剤ごとのプログラム設定がきめ細
かくできる製品がユーザーの支持を
得ている。こうしたプログラムは常に
進化しているが、「本体を買い換え
なくても、ダウンロードだけで機能を
アップグレードできるようにする」。

日本経済新聞社 NIKKEI ＮＥＴより引用

http://it.nikkei.co.jp/it/archive/m200201/20020213pa000pa.cfm

http://it.nikkei.co.jp/it/archive/m200201/20020213pa000pa.cfm
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松下電器産業株式会社
松下電器では、IPv6により家庭が世界とつながる
新しいインターネットの時代におきましても、安心・
安全なネットワーク社会を構築し、皆様により快適
な生活をお過ごしいただきたいと考えております。
その活動の一端として、本展示会におきましては、
一般家庭へとIPv6をお届けするHi-Ho IPv6接続
サービス、ホームネットワークの入口となるIPv6

ホームゲートウェイ、さらに、IPv6により接続され、
ホームネットワークを構成する冷蔵庫、電子レンジ
を展示いたしております。これらの展示をご覧いた
だくことで、新たに広がる世界を感じとって頂けるも
のと考えております。皆様とともに豊かな未来を切
り開く松下電器をよろしくお願い致します。
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松下電器産業 インターネットオーブンレンジ

日経新聞 NIKKEI NETより引用 http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm

試作品

ネット対応レンジの仕組み

ネットを介し双方
向の利用を模索

メニュー、手順な
どパネルに表示

携帯端末と連動
し外でもやり取り

発売しているメモ
リーカード（ＳＤ
カード）対応レン
ジをベースに実
験中

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm
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松下電器産業 インターネット冷蔵庫

庫内の温度や冷却方法
などをインターネット経由
で指示できるインターネッ
ト冷蔵庫

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm

試作品

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm
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松下電器産業 「情報コントローラ」

＜おうちの情報コントローラー＞

ネットワークでつながれた家電製品を集中管理する端末。家電の使用状
況を設定、制御するだけではなく、宅内の家族に通信をしたり家族の健康
管理などをすることができる。

松下電器産業株式会社のHPより引用

http://www.kurashi.national.co.jp/netlab/20020917/keyword/k-station.html
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松下電器産業 夢と歴史の研究所

夢と歴史の研究所 http://national.jp/labo/index.html

../../../金沢学院大学授業/情報化社会と職業/情報家電/Kurashista ネット家電研究所.htm
http://national.jp/labo/index.html
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松下電器産業の掃除ロボット

松下電器産業株式会社のHPより引用

http://national.jp/soujirobo/index.html
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株式会社東芝 IPv6情報家電
（株）東芝は、次世代インターネット（IPv6）に対応し
た情報家電機器とそれに関わるサービスシステムを
試作。IPv6を用いることで、家庭内の様々な家電機
器を直接インターネットに接続することが可能になり、
今までにない便利な使い方ができます。例えば、外
出先から冷蔵庫内食品の確認や家電機器の操作を
したり、デジタルカメラやデジタルビデオの画像を世
界中の友だちや家族に簡単に送ることができるよう
になります。また、家電機器の故障等を遠隔にある
サービスセンターからメンテナンスすることにより迅
速な対応が可能となります。この他にも、新しい
サービスが次々と生み出され、あなたのライフスタイ
ルも変わっていくことでしょう。
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株式会社東芝 FEMINITY

http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/content/index.html

http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/content/index.html
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東芝 ネットワーク冷蔵庫 食材管理

http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/content/housekeep/

●食材（食品名・賞味期限の
目安・量の目安）から、家族

みんなが使うペットボトルな
どまで、庫内の在庫を管理
できます。さらに、在庫状況
は、買い物の時に携帯電話
で確認可能。食材のムダが
減り、いつも、新鮮でおいし
い食材がお使いいただける
上に、補充が必要なものを
買い忘れることもなくなりま
す。

● 外からもIT冷蔵庫の在庫・
賞味期限がわかります。

http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/content/housekeep/index.html
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東芝 ネットワーク冷蔵庫 レシピ配信

http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/content/housekeep/

http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/content/housekeep/index.html
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東芝 ネットワーク冷蔵庫／電子レンジ

http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/content/housekeep/

http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/content/housekeep/index.html
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東芝 ネットワーク洗濯機

http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/content/housekeep/

http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/content/housekeep/index.html
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東芝 音声で家電制御（１）

東芝、Bluetooth搭載のユビキタス・ヘッドセットを発表 -

音声で家電制御（2002年１月８日）

マイクのある側にCPU、メモリ、
Bluetoothなどの基盤が内蔵さ
れており、反対側にバッテリが
搭載されている

東芝は、Bluetoothを搭載したヘッドセットの開

発と、これを利用したユビキタス・コンピュー
ティングへ向けての取り組みに関し発表した。
今回発表したヘッドセットは、Bluetoothの無

線機能でワイヤレスに音声の送受信ができる
ほか、搭載している音声認識エンジンが装着
者の話した命令を認識し、Bluetoothに対応し

た機器にコマンドを送信できるようになってい
るのが大きな特徴。同社は、2001年までを
Bluetoothの「黎明期」、2002年が機器・モ

ジュールの商品化を推進する「立ち上げ期」、
2003年以降を本格展開の「普及期」と位置付

けている。今回発表したヘッドセットはこの普
及期に向けてのもので、PCから家電製品まで

あらゆる機器を音声で制御することを目指し
ている。 ＭＹＣＯＭ ＰＣＷＥＢ

ＮＥＷＳ ＨＥＡＤＬＩＮＥより引用

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2002/01/08/06al.jpg
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東芝 音声で家電制御（２）

東芝、Bluetooth搭載のユビキタス・ヘッドセットを発表 -

音声で家電制御（2002年１月８日）

ＭＹＣＯＭ ＰＣＷＥＢ
ＮＥＷＳ ＨＥＡＤＬＩＮＥより引用

エアコン制御のデモの様子。
撮影の都合で近くにいるが、
本来はもっと離れても大丈夫

デモ内容
●ヘッドセットとＰＣを使った口述筆記
●ヘッドセットによるエアコン制御
●ヘッドセットによる音楽再生
など

今回発表したヘッドセットはまだ試作段階のも
ので、実際の商品は２００２年中の発売を目
指して開発中。連続動作時間は５時間程度、
重量100g以下を目標としており、価格は１万
円以下を実現したいとしている。

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2002/01/08/06bl.jpg
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三洋電機株式会社

三洋電機では、IPv6、ブロードバンドというキーワードを中心

に次世代のネットワーク家電機器の研究開発を推進しており
ます。今回のNet.Liferium2001では、その一つの応用として、
IPv6対応の動画デジカメシステム、テレビ、ホームゲートウェ
イを試作し、家電感覚（non-PC）で、誰でも簡単にパーソナル

コンテンツを交換できるシステムを展示いたします。動画デジ
カメをIPv6ネットワークに直接接続するだけで、直ちに記録済
みコンテンツを世界中のIPv6ネットワークからアクセスが可能

となります。リビングのテレビで、リモートの動画デジカメの画
像や動画を楽しんだり、テレビのリモコン操作でリモートの動
画デジカメのシャッターを押すなど、インターネットが拓く新し
い生活シーンを提案します。
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三洋電機 ホームゲートウェイ

ネットワークの
出入り口に設
置するホーム
ゲートウェイ

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm

試作品

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm
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三洋電機 ネットワークデジタルカメラ

ネットワークに
デジカメを接続
するとプラグ＆
プレイで認識さ
れる

試作品

高速無線LAN

(IEEE802.11b;最
大11Mbps)技術、
TCP/IPプロトコル

スタック技術、モバ
イルIP技術、およ

び機器認証・暗号
化技術を、ハード
ウェアリソースに制
約のあるデジタル
カメラに組み込ん
で最適化し、実現し
たもの

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm
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三洋電機 テレビ＋デジカメ

ＴV を使用

してデジカメ
の画像をブ
ラウジング
したり祖父
母の家に転
送したりと
いったこと
ができる

試作品

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm
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ソニー株式会社

製品群＜CoCoon(コクーン)＞
ネットワークによる"つながるコミュニティ"（COnnected COmmunity On Network）
実現ともに、絹のように繊細/きめ細やかなネットワークサービスの提供を目指し、
繭（まゆ）を意味する＜cocoon＞をホームAVゲートウェイ製品群の総称。

＜コクーン＞は、映像や音楽などを次々と記録し好きな時に再生でき
る大容量ハードディスクと、様々なネットワークサービスを利用可能に
する常時接続型ネットワーク機能を搭載したホームAVゲートウェイ製
品群の総称です。機器自らがお客様の好みを学習しテレビ番組など
を自動的に選択・記録する「パーソナライズ」性や、常時接続により外
出先などから携帯電話やパソコンを使っていつでも即座に番組予約な
どを可能にする「ユビキタス」性、ソフトウエアなどの自動更新による
機能拡張や新しいネットワークサービス利用などを実現する「アップグ
レード」性など、"成長する商品"としての特長を持ちあわせています。
さらに、＜コクーン＞は、リモコン一つで簡単に利用できるコンスー
マーAV機器ならではの使い易さにより、お客様はネットワークを意識
しないで様々なサービスを手軽に利用できます。

ソニー株式会社HPより掲載

http://www.sony.jp/products/Consumer/cocoon/whats/CoCoonTV_300k.asx
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CoCoon(コクーン)

ソニー株式会社HPより掲載

http://www.sony.jp/products/Consumer/cocoon/products/index.html
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キャノン株式会社

キヤノンは、映像・情報分野を中心にさまざまな製品を開発
し、幅広い事業を展開しています。主な事業分野は、カメラ・
プリンタ・スキャナーなどのコンシューマ製品、複写機・ファク
シミリなどの事務機製品、半導体製造装置・放送機器・医療
機器などの産業用製品です。IPv6によって、キヤノンが世界

中に送り出している多彩な製品がネットワークに直接つなが
る様になります。同時に今後ますますビジュアルな情報家電
がインターネットに接続されるようになります。そのような情
報家電に、「デジタルカメラの画像」や「ライブカメラの映像」
を、撮ったその場からそのままの姿で届ける、簡単で高品質
なイメージ・コミュニケーションを提案します。カメラや周辺機
器自身が知能を持ち、ネットワークに直接つながるnon-PC

時代を迎え、キヤノンは「Canon Over IP」のスローガンのも
とに、IPv6対応を積極的に進めていきます。
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キャノンのデジタルカメラ

デジカメの側面に
取り付ける
Bluetoothモ
ジュール

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm

試作品

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home8.jpg
http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home8.jpg
http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm
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象印マホービン株式会社みまもりほっとライン

ネットワーク対応

電子ポット

（ｉ－POT)

http://www.mimamori.net/index.html

録画

http://hikawa-web.kanazawa-gu.ac.jp/~hikawa/jyoho-s/hotoline.wmv
http://www.mimamori.net/index.html
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横河電機株式会社 万能リモコン

ベースノードの下部には赤外
線の受光部と発光部を内蔵

ハンディタイプのリモコン。ベース
ノードからメッセージを受信すると
いった使い方もできる

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm

試作品

http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home6.jpg
http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home6.jpg
http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home7.jpg
http://bb.watch.impress.co.jp/news/2001/12/17/home.htm
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株式会社ブイシンク インターネット冷蔵庫（試作
機）

出所：週刊YomiuriWeekly 2001年1月21日迎春号
写真はWORLD PC EXPO 98ページより

●冷蔵庫は１年中通電しているので、常時接続で使う“端末”としては最適。

扉には、タッチパネル式のカラー液晶画面やマイク、スピーカー、カメラを装着し、パネルの裏側に
通信機能が組み込まれている。例えば、「メニュー」と呼びかけると、その音声を認識して「メニュー
画面」が立ち上がり、タッチ操作で好みの料理のレシピが選べる。また、食材の賞味期限のラベル
を付属の特殊カメラで取り込むと、データが保存され、管理が可能になる。足りない食材を画面上
でスーパーや小売店に注文し、決済も可能。2004年に実用化目標。

メニュー画面
ブイシンクHP

http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/981001/reizou.jpg
http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/981001/ccd.jpg
http://www.v-sync.co.jp/r_d/net_fridge.html
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ブイシンク インターネット冷蔵庫（メニュー画
面）

出所：週刊YomiuriWeekly 2001年1月21日迎春号

写真はWORLD PC EXPO 98ページより
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マイクロソフトが描く、情報家電の近未来像
（１）

平成14年11月20日 「情報家電産業総合会議」（ビッグサイト）

Microsoft eHome Vision

●水道や電気といった生活に欠かせないインフラのように、社会的基盤の中に
Microsoftの技術を取り込んでいく。

●家電製品を快適に使いやすくするためには、家電製品同士をネットワークで結
び、それらを一元管理する仕組みが必要になる。いわゆるホームオートメーショ
ン／ホームネットワーキングと呼ばれるものだが、Microsoftは、まず、この世
界の実現を目指している。

●個別の家電製品を有機的にネットワークでつなげて、その上でソフトウェアのプ
ロトコルを走らせて、ソフトウェアで制御できるようにしていく。Microsoftのソフ
トウェア技術を家庭でどのように応用できるかという取り組みが、eHomeのビ
ジョン。
●Microsoft eHome Visionを実現するための要素技術として、「UPnP（Universal 

Plug＆Play）」や、UPnPの応用範囲をホームオートメーション分野に広げた電
灯線ネットワーク規格「SCP（Simple Control Protocol）」などを発表

●最終的には、家電製品を買ってきて家の中に入ってきた時点で、ホームネット
ワークがその製品の特性などを自動的に検知し、どういうプロトコルを送れば
制御できるかということを自動的にセッティングしたり、1つのユニバーサルリ
モコンですべての家電製品を操作できるような世界を目指している。
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マイクロソフトが描く、情報家電の近未来像
（２）

平成14年11月20日 「情報家電産業総合会議」（ビッグサイト）

Microsoft eHome Vision

2002 CNET Networks, Inc.より引用

http://www.zdnet.co.jp/news/0211/20/nj00_netkaden_ms.html
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これからのユビキタスアプリケーション

参考資料 「日経トレンディ」 January ２００２

１．次のヒットを生む新技術,新ビジネス
－未来生活を豊かにする５０のキーワードー

ネットワーク社会、メディアコンテンツビジネス、エア
ライン・鉄道、クルマ、都市生活、住宅、燃料電池、ロ
ボット、健康・医療、食生活、新業態店舗

２．コミュニケーション＆コラボレーションの時代

グループウェア用アプリケーション
コミュニケーション用アプリケーション

個人の情報利用から集団、組織での情報活用

http://hikawa-web.kanazawa-gu.ac.jp/~hikawa/jyohokaden/

http://hikawa-web.kanazawa-gu.ac.jp/~hikawa/jyohokaden
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いつでもどこでもだれもが
情報を扱える社会

～ユビキタス情報社会～

２００３年１月

おわり


