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Digital Living Network Alliance (DLNA) は、150社以上の企業が加盟する国際標
準機関です。消費者が究極のメディア体験を楽めるガイドラインや認定プログ
ラムを、協力して開発しています。市場にはDLNA認定製品のエコシステムが
40億以上あるため、DLNAによってどのメーカーでも、ホームネットワーク上に

ある製品間でコンテンツを容易に共有することが可能です。

VidiPathはDLNAガイドラインに対応しており、エコシステムを拡張してサー
ビスプロバイダー向けに安全なコンテンツの配信を行っています。消費者
は、VidiPath認定製品で有料のTVコンテンツを視聴することができます。

DLNAについて
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DLNA

デバイスのクラス

機能コンポーネント テクノロジーの要素

家庭用とモバイル/ハンディタイプデバイス用DLNAメディアフォーマット

接続性

ネットワーキング
デバイスの発見とコントロール
メディア管理とコントロール

メディアフォーマット
メディア伝送

リモートユーザーインターフェース
デバイスのプロファイル

Ether、802.11 (Wi-Fi Directを含む)、MoCA、HD-PLC、 HomePlug-AV、 
HPNA、Bluetooth
IPv4スイート、IPV6スイート
UPnPデバイスアーキテクチャ
UPnP AV、EnergyManagement、 DeviceManagement、プリンタ
必須/オプションのフォーマットプロファイル
HTTP (必須)、HTTP Adaptive Delivery (DASH)、RTP
CEA-2014-A、HTML5
CVP-NA-1、CVP-EU-1、CVP-2

メディアフォーマット
イメージング
オーディオ

ビデオ

....必須フォーマットセット
JPEG
LPCM、MPEG-1 L3 (MP3)、 MPEG-4 
AAC LC
MPEG2、MPEG-4パート10 (AVC)、 
MPEG-4 AAC LC音声搭載

オプションのフォーマットセット
GIF、PNG
WMPA9、AC-3、AAC、 ATRAC3plus、MPEG4 
(HE AAC、 AAC LTP、BSAC)、AMR
MPEG1、MPEG4、WMV9、VC1、 H.263、MPEG4 
パート2、MPEG4 AVC (BSACまたはその他の 音
声）、HEVC H.265
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DLNAガイドライン

DLNAの使用例

スピーカーにミュージックをストリーミング

タブレットをコントローラー代わりに、TVでサーバーから動画を再生

TVに写真を表示

ホームサーバーからメディアをダウンロード

DLNA使用事例の技術情報については、DLNAの相互運用ガイドラインをご覧ください。DLNAのガイドライ
ンは、dlna.org/guidelines からダウンロードしてください。相互運用ガイドラインは、アーキテクチャとプロ
トコル、メディアフォーマット、リンク保護、DRM相互運用システム、デバイスプロファイル、HTML5 RUI、認
証、診断、HTTP Adaptive Delivery、低出力モードの10項目で構成されています。 ベンダー向けに、デジタル
ホーム向けの相互運用可能なネットワーク化されたプラットフォームとデバイスの構築に必要な情報が
掲載されています。 必要な標準とテクノロジーが明確になっているため、製品はネットワーク化されたエ
ンターテイメント対応に構築することが可能です。 ただし、標準とテクノロジーを明確にし、オプションは
相互運用に制限する必要があります。 DLNAのホームネットワークデバイス相互運用ガイドラインは、この
役割を満たしています。
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V�������の特色

保護されたストリーミング

ユーザーエクスペリエンスの分散

スリープモードのサポート

適応配信

クライアント認証

クライアント診断

クラウドから直接ストリーミング

VidiPathガイドラインにより、Digital Transmission Content Protection over Internet 
Protocol (DTCP-IP) リンクレイヤ保護テクノロジーを用いて、複数のデバイス全体で有料コ
ンテンツの再生を安全に行うことができます。

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ガイドライン認定製品（テレビ、タブレット、電話、Blu-rayプレー
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。

HTML5は、一貫したユーザーエクスペリエンスを提供し、画面解像度に適応する単一のユ
ニファイドユーザーインターフェースを最適化します。DLNAは、組み込みブラウザの包括
的なテストソリューションとして機能するHTML5適合スイートを設計、展開しました。

省エネイニシアティブを支援するために、VidPathにはデバイスにウェイクアップや予約メ
カニズムを提供するガイドラインが含まれています。このガイドラインは、DLNAデバイス
がそれぞれのネットワークインターフェースにエネルギー管理とスリープモード機能を伝
えるメカニズムを提供します。

スムーズな鑑賞体験を得られるように、VidiPath適応配信機能は、インターネットおよび
MPEG-DASHテクノロジーを使う住宅で利用可能な帯域幅ライブストリーミングを動的に
適用します。

サービスプロバイダーは、DLNA認証ガイドラインを利用して、クライアントがDTLA(Digital 
Transmission Licensing Administrator) DTCP-IPキーを使用してDLNA VidiPathガイドライン
に認定されていることを検証します。

サービスプロバイダーがポジティブなユーザーエクスペリエンスを提供できるよう支援す
るために、DLNA診断ガイドラインでは、サービスプロバイダーがホームネットワークでデ
バイスとサービスに関連する問題を特定し分析できるようにしています。これにより、サ
ービスプロバイダーはユーザーに高度なリモートサポートを提供できるようになり、家庭
内サービス依頼の電話の件数が減少します。

DLNA VidiPathガイドラインにより、認定製品はブロードキャストベースネットワーク、およ
びクラウドから直接ソーシングするIPビデオソースから有料コンテンツを住居の内外で受
信できます。
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V�������

家電でTVをフルに体験！
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DLNAとV���P��の認定を受ける方法

メンバーになるには1

2

3

4

5

6

7

8

ガイドラインを作成する

DLNA認定前にDLNAリソースを利用する

DLNA認定の前提条件認定

DTLA認定を取得する（V���P���のみ）

DLNAテストツールを使用する

相互運用イベントに出席する

試験のために製品を提出する

DLNA認定プログラムは、メンバーのみが利用可能です。製品の認定に関心がおありの場合は、電
子メールで admin@dlna.org に連絡のうえ、メンバーシップを取得してください。

貴社が希望するバージョンとデバイスのクラスを選択したら、DLNAガイドラインを検討、分析し、
ガイドラインへの順守に必要な機能を実装します。DLNAガイドラインの最新公開バージョンは、無
料で提供されます。未公開バージョンと作成中のガイドラインは、メンバーのみが利用可能です。

ガイドラインに沿って製品を実装したら、DLNA技術運用部門が認定テストの準備に必要なリソー
スについてサポートします。

特定の機能をサポートするデバイスについては、他の組織からDLNA認定の前提条件認定が要求
されます。これらの前提条件認定には、UPnP、Wi-Fi、RVU、MoCA、HomePNAなどがあります。

VidiPathの特徴は認定ですが、これはDTCP-IPを通じて行われます。貴社製品が認証ガイドライン
を順守するには、会費を払ってDLNAメンバーになり、DTLA採用者となって必要なDTLA VidiPath認
定を取得します。DTLA採用者となるには、www.dtcp.com をご覧ください。

DLNAテストツールは、メンバーのみが利用可能な、貴社製品の認定のために不可欠なコンポーネ
ントです。製品開発過程でDLNA認定テストツールを使うと、瑕疵が速やかに見つかり、ビルド間で
何も中断されることなく、開発者の時間が節約され、開発の取り組みが無駄になりません。DLNA
テストツールの情報については、www.dlna.org/certification/testtools をご覧ください。

PlugFestは認定プログラムと独立していますが、メンバー企業にとって絶好の機会となります。メ
ンバーは、他のメンバー企業、技術運用事業部門、独立系認定ベンダーの代表、テストツール開発
者と協力し、テストの実施、テストツール、認定プロセスなどに関する質問について一箇所で答える
ことが可能です。

 DLNAには、全世界に認定テストを実施するテスト機関または独立系認定ベンダー（ICV）が5箇所
あります。ICVは、DLNAテストツールを実行する専門家であり、認定テストに必要な相互運用装置
を有しています。また、ICVはメンバー企業が認証を達成できるように、テスト前サービスも行って
います。ICVでこれまでデバイスの認定を受けたことがあるメンバーは、一部の使用事例に対して
自己認定が可能です。
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認定の種類と費用

ベースデバイスの認定は、ある企業 (A) から別の企
業 (B) に移転します。OEM派生の費用は、1デバイス
につき500ドルです。OEM派生の移転により、企業B
は移転したベースデバイスの派生物を提出できなく
なります。

OEM派生物

ソフトウェアの認定費用は1,000ドルです。
クラス3ソフトウェア

このタイプの認定費用は1,000ドルで、当初認定日から
1年間最高40まで派生製品の提出が可能です。それ以
上の派生物は、1つにつき25ドルで購入できます。

クラス2ベースデバイス

このタイプの認定費用は15,000ドルで、当初認定日か
ら1年間無限の派生製品の提出が可能です。

クラス1ベースデバイス
ベースデバイスの認定は、ある企業 (A) から別の企業 
(B) に移転します。OEM移転の費用は、クラス2では
1,000ドル、クラス1では15,000ドルです。OEM移転によ
り、企業Bは移転したベースデバイスから、支払う認定
クラスと同数の派生物（クラス2では派生物40、クラス
1では無制限の派生物）を製作することができます。
移転は、ベースモデル認定後1年以内に実施しなけれ
ばなりません。

OEM移転

このリストは、DLNAの認定費用です。テスト機関は、DLNAの費用とは別に認定テストの費用
を独自に請求します。

認定バージョニング

DLNA認定バージョニングによりさまざまなレベルの認定が行えるため、DLNAメンバー
企業は製品を差別化することが可能となり、消費者はより多くのDLNA認定製品を手
にすることができるようになります。高水準認定には、品質を高め、新しい機能を付け
加えることが必要ですが、全バージョンは同じコアDLNA機能を基盤としています。

今日、認定バージョンには2.0と3.0があります。DLNA4.0ガイドラインがダウンロードで
きますが、認定プログラムは2017年初頭に発表されます。DLNA認証4.0は、最新の機
能を豊富に盛り込んだDLNA認定要件の優れた体験を消費者に約束します。
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委員会の関与

DLNAの組織の成長と継続的な成長には、委員会の関与が不可欠です。委員会で
は、認定、ガイドライン、マーケティング、新テクノロジーなどについて重要な議

論が行われます。DLNAでは、現在以下の委員会が活動しています。

エコシステム委員会

コンプライアンスおよびテスト委員会

技術委員会

EC

CTC

TC

エコシステム委員会は、DLNA使用枠組みを定義し、DLNA相互運
用性枠組みの消費者による承認を検証し、市場ニーズに基づき、
他のDLNAガイドラインとプログラムの戦略、指針、優先事項を明
確にし、デジタルホームエコシステムを創設するために業界との関
係を深めることにより、デジタルホーム市場の創設をさらに進めて
いきます。

コンプライアンスおよびテスト委員会は、DLNAメンバーに必要な
方針、テストツール、インフラストラクチャを特定、運用し、認定ロ
ゴプログラムのためにメンバーのデバイスがDLNA設計ガイドライ
ンを適切に実践しているかどうかを検証します。

技術委員会は、承認済み使用事例を基に設計ガイドラインの作
成、および組織全体の設立原則と細則の作成を担当していま
す。TCは、必要に応じて新しい技術ワーキンググループを理事会
に提言します。また、理事会が検討するガイドラインの承認も担っ
ており、その過程で提出されるガイドラインを編集、統一すること
もあります。



コントリビューターレベルのDLNAメンバーシップの年会費は10,000ドルです。DLNAには、さらに高
いレベルのメンバーシップであるプロモーターがあります。プロモーターメンバーシップの年会費
は50,000ドルです。DLNAメンバーシップの最高レベルは、理事会への参加です。理事のメンバー 
シップの年会費は100,000ドルです。DLNAメンバーである貴社は、メンバーシップのレベルに応じ

て上記の特典へのアクセス権を取得します。

以下のリストには、DLNAメンバーシップの特典が記載されています。

事前に発表される/草案のDLNAガイドラインのデジタルコピーに無料でアクセス

DLNAガイドラインの草案が採用される前に、寄稿、提案、レビュー、コメントが
可能

DLNA認定プログラムとVidiPath認定プログラムにアクセスが可能

認定製品向けDLNA Certifiedを含め、DLNAロゴプログラムにアクセス可能

Allianceが運営する数百万ドルの価値があるDLNAテストツールが使用可能

DLNA委員会とタスクフォースに参加可能

メンバー専用の討論グループや内部作業文書にアクセス可能

全世界で開催される相互運用テストイベントに参加可能

他のDLNAメンバーや業界のプロとネットワーキングできる機会

DLNAのウェブサイトやマーケティング資料について企業が認識

DLNAとVidiPathのテクノロジーコンポーネントプログラムにアクセス可能

エコシステム、主要プロジェクトを決定し、全レベルの技術ガイドラインの開
発、更新、変更を認定プログラムのプロセスと方針に拡大することで、Alliance
に投票し、影響力を与える能力

公式に講演することでDLNAを代表する機会

DLNAウェブサイト、DLNA主催のキャンペーンイベントで資料にロゴを掲載

委員会議長に就任し、委員会を運営する

組織を戦略的に運営する

プロジェクト開発、ガイドライン開発、予算、マーケティングの取り組みに関して
最終票を投じる
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メンバーシップの特典と会費

費用

プロモーター特典 コントリビューター 理事会



dlna.org admin@dlna.org vidipath.com

DLNA連絡先情報
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DLNA運営陣


