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はじめに：今日メディア共有問題を解決するには  

DLNAは、最も広範に展開している、コネクテッドホーム体験のためのメディア共有テクノロジーです。 Digital 

Living Network Alliance (DLNA) は、DLNA 4.0によって、家庭に保管されているメディアをさまざまな家庭内デ



バイスで再生できるように、個人のメディア共有サービスの使い勝手を大幅に改善し、コネクテッドホーム体験を

変革中です。 

DLNA 4.0は、新たに更新された（2016年6月）DLNAガイドラインと歩調を合わせたDLNA 認定プログラムで、

www.dlna.org/guidelines/で公開されています。 DLNA 4.0では、メディア共有サービスの相互運用性とユーザ

ーの使いやすさに改善を加えました。 家庭で使われているモバイルデバイス、メディアフォーマット、メディアアプリ

ケーションの組み合わせの多様化が進むにつれて、新しい機能はメディアの再生体験を一段と安定させ、全体

的なメディア共有体験はより直感的となっています。 DLNA 4.0は、エネルギー効率の向上、診断、IPv6対応

など、最新のホームネットワーク要件にも対応しています。 

相互運用性をもたらすために、DLNA 4.0デバイスは、オプションのメディアフォーマットを有効にしたまま、義務付

けられているメディアフォーマットに対応しなければなりません。 これにより、デバイスはメディアの共有と再生の共

通「言語」を持つようになります。  再生安定性の向上やその他の改善点により、シームレスな楽しい視聴体験

を実現します。 DLNA 4.0認定製品には、TV、PC、タブレット、セットトップボックス、AVレシーバー、ゲームコン

ソール、携帯電話などがあります。 

このホワイトペーパーでは、DLNA 4.0の新機能、その新機能が家庭内のメディア共有サービスにどのように対応

するのか、およびDLNA 4.0認定プログラムについて説明し、さらに詳しい情報に関するリンクを掲載します。 

DLNA 4.0について質問がありましたら、DLNAへ電子メールadmin@dlna.orgでお問い合わせください。  

稼働中のDLNA 4.0 

DLNA 4.0は、自宅でパーソナルコンテンツを楽しめるようにサポートします。 また、クラウドからパーソナルメディア

にアクセスできるようになります。 このシナリオは、以下のように説明されます。 

家庭内メディアの再生 
 

DLNAは、メーカーを問わずデバイスを一体化して自宅でメディアを再生できるようにするソリューションを実

現し、長い間にわたり消費者の頼みの綱となっています。  DLNA 4.0は、モバイル化が進み、コネクテッドデ

バイス数が増え続ける環境でこのメリットを拡大しています。.  調査会社IHSが2016年第1四半期に発表し

た報告書『コネクテッドデバイス市場の観察』によると、最も飽和状態となっているのは北米市場で、1家庭

にコネクテッドデバイスが13台あります。   

オーディオとビデオサービスのオンラインストリーミングがますます普及するにつれて、消費者はミュージックファイ

ル、個人で記録した動画、ダウンロードした動画、写真のパーソナルリポジトリを今後も利用し続けます。  

また、パーソナルデバイスで高解像度コンテンツを再生する全般的な傾向があります。たとえば、451 

Researchは、大半のユーザーは低解像度での写真撮影に興味がないと報告しています。2016年1月に発

表された『The Personal Mobile Content Explosion（パーソナルモバイルコンテンツの急増）』という報告書

では、回答者の92％がカメラの高機能設定またはデフォルト設定で撮影すると回答しています。 

ミュージックファイルは、圧縮 (MP3)、非圧縮 (CD) または高解像度フォーマットで保管されます。 消費者は

、これらのファイルを家庭内のメディアサーバー、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、および専用のミュー

ジックストリーミングデバイスに保管します。 これらデバイスに搭載されているDLNAアプリケーションにより、ミュ

ージックファイルはホームネットワークをバックボーンとしてオーディオシステムで簡単に再生できます。 

http://www.dlna.org/guidelines/
mailto:admin@dlna.org
https://technology.ihs.com/579425/connected-device-market-monitor-q1-2015
http://synchronoss.com/wp-content/uploads/451-Synchronoss-mobile-content-explosion-2.pdf


動画コンテンツは、ミュージックファイルのように多様化し普及するにつれて、高解像度フォーマットに移行して

います。 高解像度コンテンツを処理する消費者向けデバイスのメディア処理能力が大幅に向上するにつれ

て、デバイスとフォーマット間でメディア容量のミスマッチも増加しています。    

容易に保管できるオプション、高品質、高解像度のディスプレイを備えた最新のスマートフォンにより質の高

い記録ができるようになると、消費者が撮影した動画が一段と普及しています。 ここでの主な問題は、コン

テンツをソースから外部ディスプレイに移動させることですが、この場合DLNA 4.0が理想的なソリューションと

なります。  DLNA 4.0は最新の高解像度 (HD) フォーマットと超高解像度 (UHD) フォーマットまで動画フォ

ーマットの対象範囲を拡大し、多くの家庭内サービスに対処しています。 たとえば、スマートフォンのDLNA 

4.0アプリケーションは、個人が撮影した4K UHD動画をストリームし、スマートTVで再生できます。 あるいは

、HDやUHD動画のライブラリを、セントラルメディアサーバーやネットワーク接続ストレージ （NAS）デバイスに

保管して、そこからストリーミングすることができます。 

家庭内にあるその他の消費者向けメディアストリーミングソリューションと比較すると、包括的なメディア共有

アプリケーションは、DLNAのデバイスとコンテンツ検知機能により、メディアライブラリを完全に可視化すること

ができます。 DLNAのメディアフォーマットの定義が非常に包括的なため、サーバーはコンテンツの品質を犠

牲にせずに高品質フォーマットで再生することが可能です。   そのうえ、DLNA 4.0の相互運用性と安定した

機能は、製造メーカーを問わず、さまざまなデバイス全体で作動します。  

クラウドに保管されているコンテンツの再生 
 

クラウドにパーソナルメディアファイルを保管するユーザーの割合が増加しており、クラウドを家庭内にあるメデ

ィアファイルのプライマリストレージまたはバックアップストレージとして利用しています。 DLNA 4.0は、さまざま

な方法でクラウドからの再生に対応しています。 個人で作成したオーディオ、動画、写真は、ユーザーの入

力情報やアプリケーションから受領するデータを元に、DLNAコントローラが適格なサーバーのドメイン名を受

領し、クラウドベースのサーバーから家庭内のデバイスにストリーミングします。  

DLNA 4.0アーキテクチャ  

DLNAは、サーバーと再生デバイス間でメディアを共有するアーキテクチャを提供します。 DLNAガイドラインのこ

れまでのバージョンでは、非常に大規模なセットのデバイスが認定されています。 DLNA 4.0は、これまでのバー

ジョンと同様の機能アーキテクチャを保持しながら、ユーザー体験の柔軟性と直感性を向上させました。 機能ア

ーキテクチャは、さまざまな物理的デバイス全体で実行されるメディア共有能力を定義します。  

 オーディオ、オーディオ/ビデオ、または写真などのメディアコンテンツは、デジタルメディアサーバー (DMS) 

上で保管されるか、このサーバーにより供給されます。  

 デジタルメディアプレイヤー (DMP) は、テレビ、オーディオレシーバー、写真ディスプレイなどの再生デバイ

スです。 DMPは、DMSにより表示されるコンテンツを検知し、DMPでローカルに再生します。 これらの

DLNAの機能を図1に示します。 

 デジタルメディアレンダラー (DMR) は、オーディオとビデオのコンテンツを再生するデバイスですが、コンテン

ツの検知と再生セットアップは、デジタルメディアコントローラが実行します。  

 デジタルメディアコントローラ (DMC)は、他のエレメントにメディアの配信と再生を指示するサービスインテ

リジェンスとして機能します。 スマートフォン、タブレット、コンピュータに搭載されているか、TVなど再生デ



バイス内に組み込まれています。 ユーザーは通常、メディアコントローラとやりとりして、サービスの開始や

タイトルの選択などを行います。 これらのDLNAの機能を図2に示します。 

 DLNA製品の柔軟性が高まるにつれて、DLNA 4.0は従来のDLNAアーキテクチャを拡大させています。

たとえば、DMRインターフェースと共に実行するようにDMPに要求すると、外部コントロールがDMCで再

生します。 これらのDLNAの機能を図3に示します。 

 オーディオまたはオーディオ/ビデオのコンテンツは、サーバーからレンダラー（外部コントローラによりコントロ

ールされる）、またはサーバーからプレイヤー（内部コントローラによりコントロールされる）にストリーミングし

て配信されます。  

 DLNAは、デバイス検知機能を利用して利用可能なDLNAデバイスを検知し、コンテンツ検知機能を

利用して利用可能なメディアのタイトルと説明についてユーザーに知らせます。   

 

図1 - DLNA 2ボックスモデル 

 

 

図2 - DLNA 3ボックスモデル 

 

 



 

図3 - DLNA 4.0 

 

 

 

DLNA 4.0と以前のバージョンの比較 

DLNA認定プログラムは、さまざまなレベルの機能要件に対処するバージョンで利用可能です。 DLNA 4.0は、

ユーザー体験の相互運用性と安定性の改善に取り組んでいる最新バージョンです。 DLNA認定プログラムバー

、市場での製品差別化計画に基いた製品認定オプションを家庭用電化製品メーカーに提供する一方、消費

者に最も満足度の高い接続体験を提供するDLNA 4.0の新しいパスを提案します。   

 

DLNA認定バージョンには、以下が含まれます。 

 DLNA 2.0。PC主体のコネクテッドホーム環境で主に標準画質のメディアコンテンツと共に使われます。 

 DLNA 3.0。早送り、巻き戻し、一時停止など強制トリックモデルが加わります。 

 DLNA 4.0。各種のデバイスやメディアフォーマット全体で最適なユーザー体験に基づき、パーソナルメデ

ィア共有製品の差別化を図りながら、一方では最新のホームネットワークアーキテクチャ要件に対応し

ます。  DLNA 4.0は、2016年6月に発行された最新のDLNAガイドラインと関連性があります。 

新しいDLNAバージョンは、以前のDLNAバージョンと相互運用が可能です。 

また、DLNAはVidiPath™を提供します。VidiPath™により、消費者は気に入ったTV番組や映画をローカルサービ

スプロバイダーから、自宅にあるVidiPathガイドラインに合わせた製品（テレビ、タブレット、電話、Blu-rayプレイヤ

ー、セットトップボックス、PC、ゲームコンソール）にストリーミングできます。 

 



DLNA 4.0の機能 

DLNA 4.0の最も重要な機能を以下で説明します。 それぞれの機能については、2016年6月に発行されたガイ

ドラインを参照してください。 ガイドラインは、www.dlna.org/guidelines/でご覧になれます。  

HDとUHDの相互運用性に拡張されたメディアフォーマットプロファイル 
DLNA 4.0は、よく利用されるフォーマットで最新のコードに対応しています。 特に、 

 MPEG-4コンテナでHD AVCを必須サポート 

 DASHコンテナでUHD HEVCを必須サポート 

 DASHコンテナでHD HEVCを必須サポート 

 MPEG-2コンテナでHD AVCをオプションでサポート 

高能率映像符号化 (HEVC) フォーマットで最新のTVとスマートフォンの動画を記録します。 このフォーマットに

対応する他に、DLNAはMPEG-4で高度動画像符号化 (AVC) を使用するスマートフォンから消費者が撮影し

た動画もサポートします。1  

ホームデバイスとモバイルデバイスの相互運用性を高めるために調整するメディアフォーマットプ

ロファイル  
DLNA 4.0は、ホームネットワークデバイス (HND) とモバイルハンドヘルドデバイス (MHD) の必須プロファイルを調

整し、ホームデバイスとモバイルデバイスが一貫して連携できるようにします。2     

全コンテンツがレンダリングできるようにサーバーでメディアをトランスコーディング 
DLNA 4.0では、デジタルメディアサーバー (DMS) でメディアレンダリングデバイスに表示されるどのメディアリソース

も、必須メディアフォーマットプロファイルで利用できるようにしなければなりません。 必須フォーマットは、特定のコ

ンテンツタイプに対して最もよく利用されるフォーマットまたは「ベースライン」フォーマットとして選択されます。 たと

えば、特定のデバイスの必須「HD」メディアフォーマットプロファイルは、MPEG4コンテナで転送されるAVCエンコー

ディングです。 サーバーがHEVCフォーマットでコード化されたHDコンテンツを利用できれば、AVC MPEG4フォー

マットでも利用できなければなりません。 サーバーのトランスコーディング、すなわちコンテンツをあるフォーマット/コ

ードから別のフォーマット/コードに変換するには、この要件に従うことが求められます。3 

再生の安定性を改善する機能 

DLNA 4.0では、DLNA認定®再生デバイスで再生安定性を向上させる機能が追加され、以下のようなデバイ

スとサーバー間で発生していた従来から「実在」する問題に対処します。  

 コンテンツがサーバーでは利用可能にみえるが、プレイヤーでユーザーに表示できなかった。 

 プレイヤーでコンテンツが再生可能と表示されるが、エラーメッセージあるいは「フォーマットに対応してい

ません」という説明の有無にかかわらず再生されない、または再生可能と表示されるが、「グレー表示」

となり選択できない。  

 コンテンツは、応答時間が遅いか、品質が悪いため、「適切に」再生されない。 

DLNA 4.0は、再生エラーが発生した場合、再生デバイスで対策を講じるよう要求しています。 これは、レンダラ

ーが必要に応じて別のフォーマットでコンテンツを再度要求できるようにするバックアップ手順などです。 たとえば、

レンダラーが当初、適切にレンダリングできなかったメディアエレメントを選択したら、低解像度コーデックを使う別

のエレメントに戻って、エラー回復機能のある再生プロセスを提供します。4  

http://www.dlna.org/guidelines/


デバイスが「作動に専念」できるようDMPを強化 

これまで、ユーザーはデジタルメディアプレイヤー (DMP) とデジタルメディアレンダラー (DMR) の違いを混同してき

ました。 DMC機能を伴うデバイスはDMPをコントロールできなかったため、これは問題となっていました。 DLNA 

4.0認定DMPは、従来のDMPまたはDMRとして作動するため、DLNA 4.0 DMPは再生シナリオの通りに作動し

ます。  ユーザーは、デバイスがDMPかDMR（DMCを使う再生が作動する）かを知る必要はありません。5  

クライアントのデバイス操作を改善するメタデータの増加 

DLNA 4.0では、UPnP AV4拡張子と関連のあるメタデータがサーバーから再生デバイスに渡されます。 このメタ

データは、オーディオとビデオのコンテンツに関する追加情報を提供するため、ユーザーに提供する情報が豊富に

なります。 DLNA 4.0では、別のフォーマットで表示されるコンテンツはシングルCDS（コンテンツディレクトリサービス

）オブジェクトとして表示することを義務付けています。 これにより、コンテンツタイトルは1つ表示されるだけなので

、プレイヤーはそのタイトルの最適なメディアフォーマット解像度を自動的に使用するため、ユーザーの混乱が軽

減されます。6  

クラウドサーバーからのストリーミングに対応する再生機能 
DLNA 4.0は、再生デバイスでドメイン名システム (DNS) クエリと完全修飾ドメイン名 (FQDN) をサポートします

。 DLNAの初期のバージョンでは、自動ローカル検知のみを提供するデバイスの実践負荷を緩和するため、IPア

ドレスのみが許可されました。 現在、再生デバイスは、コネクテッドホームデバイスでレンダリングする、パーソナル

メディアファイルやその他のコンテンツを供給するホストのパブリックとダイナミックIPアドレスを判定することができま

す。7  

ホームネットアーキテクチャの改善点 

DLNA 4.0には、トラブルシューティング、エネルギー効率、IPv6ネットワーキングへの移行を改善する機能も含ま

れます。 

 トラブルシューティングを改善する高度診断 

DLNA 4.0には、安定性を高め、トラブルシューティングを改善するレイヤ3（必須）とレイヤ2（オプション）

の診断機能が含まれます。 DLNA 4.0診断機能は、家庭のゲートウェイとデバイスの接続状態情報を

取得する機能があります。  レイヤ3テストは、UPnPデバイス管理で実行され、接続問題を解決するた

めに、高水準の管理情報と、Ping、Trace Route、NS Lookupなどの基本ツールを提供します。 レイ

ヤ2テストは、IEEE 1905 nVoyプロトコルで実行され、リンクメトリクス、ネットワークインターフェース統計

情報、ネットワークトポロジ検知、IPアドレスが破損しても稼働する機能を提供します。8 

 高度省エネ機能のためのエネルギー状態の信号伝達 

DLNA 4.0は、コンテンツのストリーミングに使用するDLNA認定DMS、モバイルデジタルメディアサーバー 

(M-DMS)、デジタルメディアレンダラー (DMR) デバイスの低出力信号伝達のサポートを義務付けてい

るため、これらのデバイスは低出力モードに入り、デバイスの状態を他のデバイスに伝え、ネットワークエ

ネルギー効率の改善に協力することができます。 このガイドラインにUPnPとWake-on-LANを組み込み

、デバイスがネットワーク上で広告する機能や、ネットワークインターフェースの状態の変更に必要な信

号伝達仕様など、さまざまな出力管理機能を活用します。 また、このガイドラインはプロキシネットワー

クインターフェース情報の使用をサポートしているため、サーバーデバイスのネットワークインターフェースが

現在アクティブでなくても、クライアントデバイスにより即座に検知可能となります。9 



 将来に備えたネットワーク稼働のためのIPv6対応 

IPv6対応により、DLNA 4.0は引き続き消費者向けデバイスとして機能し、インターネットサービスプロバ

イダーネットワークはIpv6へ移行します。10 

認定プログラムおよびプログラムへの関与 

デジタルホームにおけるDLNAの重要な役割は、200社以上の会員企業がDLNA認定を受けている25,000以

上のデバイスモデル全体で証明されています。 2016年現在、全世界の市場で40億台以上のDLNA認定製品

が販売されています。 DLNA 4.0は、重要な新機能に対してこの勢いを引き続き維持していきます。 

 

製品がDLNA 4.0認証を受けると、家電メーカーとその消費者にの両方にとってメリットとなります。 デバイスメー

カーは、最高水準の標準化されたメディア相互運用性を達成し、製品の使い勝手の良さや、購入するDLNA 

4.0認定デバイスが、オペレーティングシステムかメディアフォーマットかに関係なく、「作動に専念」しているという信

頼感を消費者にもたらします。 

 

DLNA認証プログラムは、DLNA会員企業のみが利用可能です。DLNA 4.0認定は、2017年初めから開始しま

す。 製品は、DLNA 4.0テスト計画を確実に順守するために、正規のDLNA認定研究所でテストを実施します

。 検査に合格した製品は、製品パッケージにDLNA 4.0の新しいロゴを記載することができます。 

 

貴社製品がDLNA 4.0テストを実施、認証される最初の製品となるには、admin@dlna.orgに連絡して会員権を

取得してください。  ここ をクリックすると、DLNA 4.0機能を組み込んだ2016 DLNAガイドラインの詳細情報をご

覧になれます。このガイドラインは、会員企業、非会員企業とも無料でダウンロードしていただけます。 DLNA認

定プログラムのオプションの詳細については、ここをクリックしてください。  

概要 

DLNAは長い歴史のなかで、コネクテッドホームの未来に対処し、特定の顧客要件に合わせてメーカーに複数の

認定オプションを提供してきました。 DLNA 4.0認定プログラムは、電力消費量の削減要求に対抗して、デバイ

スとコンテンツフォーマットの種類を拡大しながら、ますます複雑化するコネクテッドホームの世界において、望みう

る最高のユーザー体験を提供することを見すえています。  DLNA 4.0認定製品は、メーカーを問わず、相互互

換性のあるTV、PC、セットトップボックス、AVレシーバー、ゲームコンソール、モバイルデバイスの幅広い選択肢に

おいて、高解像度/超高解像度4K TVコンテンツの表示をはじめ、満足度の高い省エネのコネクテッドホーム体

験を提供します。 本ガイドラインは、認証/ブランディングプログラムを支援しています。このプログラムは、DLNA 

4.0ロゴマークの付いた製品は家庭で接続し、コンテンツを交換できるという信頼感、および最もシームレスな視

聴体験を消費者に与えます。  

DLNAについて 

 

Digital Living Network Alliance (DLNA) は、消費者の住むコネクテッドホームで製品の相互運用性を推進す

るために、業界のコンセンサスをまとめる技術標準化機関です。 2003年に150社以上の会員企業により設立さ

れ、独自の複数業界にまたがる連携により、サービスプロバイダー、電化製品メーカー、ソフトウェアデベロッパー

がコネクテッドホーム環境で一貫した性能を提供するために利用する画期的なガイドラインを実践し続けていま

mailto:admin@dlna.org
http://www.dlna.org/guidelines
http://www.dlna.org/certification/certification


す。 消費者は、メーカーに関係なくモバイルデバイス、PC、セットトップボックス、AVレシーバー、ゲームコンソール

、TVなどDLNA認定デバイスでパーソナルコンテンツ、VidiPath認定デバイスで有料テレビコンテンツを楽しむこと

ができます。 DLNAは、DLNA標準に合わせて生産された製品の相互運用性をテスト、検証する、安定した認

定プログラムを開発し、消費者にDLNAとVidiPath認定マークブランドのデバイスが接続して、コンテンツを交換

できることを保証します。 Allianceに関する詳細については、www.dlna.orgをご覧ください。 Allianceは、

Facebook（www.facebook.com/dlnacertified）やTwitter（@DLNA）でもフォローしていただけます。 
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Digital Living Network Alliance (「DLNA」) が発行する本ホワイトペーパーは、本書内に

記載されているコンテンツの実践により示される場合がある特許請求範囲の使用許諾

をいずれかのDLNA会員に付与する約束をするものではありません。 本書および本書に

記載されている情報は、明示または暗示にかかわらず、DLNAの会員、または本書の著

者もしくは作成者が所有または支配する知的財産に対する使用許諾ではありません。 

本書に記載されている情報は「現状」ベースで提供され、準拠法で許容される範囲で

、DLNAおよび本書の著者もしくは作成者は、明示的、暗示的または制定法上かどうか

にかかわらず、商品性、特定の目的への適合性、応答の正確性もしくは完全性、結果

、職人にふさわしい取り組み、ウィルスがないこと、過失の欠如、もしくは違反のな

いことに関する暗示的な保証、義務もしくは条件など（これらに限りません）、その

他の一切の保証および条件を否認します。 


