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宅内の家電機器やセンサをネットワークに接続し，快適なサービスをユーザーに提供するホーム
ネットワークシステム（HNS）の研究が盛んである．最近ではWebページの閲覧や TV番組表との
連携が可能な付加価値サービスを持った機器の提供も進みつつある．しかしながら，これらのサービ
スは決まった機器と情報資源の組み合わせとして構成されているものがほとんどで，柔軟性に乏しく，
新しい付加価値を提供することが難しい．我々はWeb サービス化された HNS内の家電機器と RSS
に則って公開されているWeb 上の情報資源を連携させることで，より柔軟性の高い付加価値サービ
スを提供する．RSS という標準化された文書フォーマットとWeb サービス化された HNS を組み合
わせることで，任意の機器と情報資源を柔軟に連携させることが可能となる．
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Home Network System(HNS), which connects home appliances and sensors to networks, has
been researched actively. Recently, several appliances have capability to access the internet
and web information resources. However, such conventional services are constituted by fixed
combination of an appliance and information resources. We propose flexible combination
between hns and information resources by our RSS conversion service.

1. は じ め に

宅内の家電機器やセンサをネットワークに接続し，

より便利で快適なサービスをユーザーに提供するホー

ムネットワークシステム（HNS）の研究・開発が盛ん

である．家電機器がネットワークに接続されることで，

家電と他の機器やセンサ，あるいは情報資源といった

多様なものと連携する付加価値サービスが提案される

ようになってきた．特に情報資源と家電を連携させる

サービスは，Web閲覧機能や TV番組などの情報資

源へのアクセスが可能な家電機器が発売されるなど，

最近注目されている3)．しかしながら，このような情

報資源とホームネットワークシステムを結びつける既

存の付加価値サービスは，機器と情報の両方が固定さ

れているものがほとんどであるため，柔軟性が低く新

たな付加価値を生み出すことが難しい．

そこで我々はWebサービス化されたホームネット

ワークシステム2) と，RSS1) として公開されている

Web 上の文書を連携させることで，柔軟性の高い情

†1 神戸大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering, Kobe University

報連動型付加価値サービスを提案する．RSSは，Web

サイトに含まれる様々なページ情報の１つ１つを，タ

イトル (title)，要約 (description)，発行日時 (date)，

情報資源への参照 (link) 等からなる情報項目 (item)

としてまとめたXML文書である．今日，様々なWeb

サイトで RSSが公開されており，膨大な量の情報資

源に，統一的な方法で効率的にアクセスすることが可

能となっている．

提案システムでは，RSS に含まれる情報資源への

参照を任意の家電機器サービス呼び出しへと差し替え

る仕組み (RSS変換サービス)を実現する．ユーザは

RSSリーダを用いて RSS文書を閲覧し，リンクをク

リックすることで情報資源に応じた家電機器サービス

を実行することができる．

2. RSSとHNSの連携

現在，ニュース，天気予報，株価情報，TV番組表

など日常生活で得られると便利な様々なWeb上の情

報が RSSとして公開されており，これらを情報資源

として積極的に活用して家電を制御できれば例えば次

のようなサービスを提供することができる．



RSS-株価お知らせサービス :株情報サイトの株価

情報配信 RSSを利用する．ユーザが事前に株の

銘柄や株価など設定しておくと，RSS による株

価情報を監視し，設定した条件を満たせば宅内の

アラーム機器が鳴ることで株価変動をユーザに伝

える．

RSS-TV サービス :現在放送中のテレビ番組情報

を配信する RSSを利用する．RSSによる番組表

から気に入った番組を選択すると宅内のテレビの

チャンネルが選択した番組にかわる．

ラジオ配信サービス :PodCast に用いられる RSS

を利用する．RSSの中から聞きたい番組を選択す

ると宅内のスピーカからラジオが流れる．

NEWS読み上げサービス :ニュース配信RSSを利

用する．各ニュース項目の中から興味のあるニュー

スを選択すると音声合成サービスによりニュース

の詳細が宅内のスピーカーから再生される．

これまで，家電機器とWeb上の情報資源との連携は

あまり行われておらず，行われていたとしても家電機

器と情報資源の組み合わせは固定的であった．よって

これらのサービス例のように，任意の RSSと任意の

情報家電を自由に組み合わせることでより高い付加価

値を柔軟に生み出すことができる．

3. RSS変換サービス

提案手法のキーアイデアは RSSの情報項目（item）

に含まれる参照（link）を，変換ルールに基づいてHNS

におけるサービス API の参照 (HNS 操作) に書き換

えるというものである．ここで，変換ルールとは RSS

内のどの情報項目の参照をどの HNS操作に変換する

かが事前に記述されたものであり，これにより，任意

の情報項目を適切な HNS操作に結びつけることがで

きる．我々はこのキーアイデアに基づいて RSSの参

照を書き換える RSS変換サービスを構築した．

:<item><title>めざましテレビ </title><description></description><link>http://...../.../....html</link><category>フジテレビ</category></item> :

:<item><title>めざましテレビ </title><description></description><link>http://cs27_HNS/TVService/ch?param=8</link><category>フジテレビ</category></item> :Original RSS Integrated RSS

TV ProgramTV Program

Transformation

:<item><title>めざましテレビ </title><description></description><link>http://...../.../....html</link><category>フジテレビ</category></item> :

:<item><title>めざましテレビ </title><description></description><link>http://cs27_HNS/TVService/ch?param=8</link><category>フジテレビ</category></item> :Original RSS Integrated RSS

TV ProgramTV Program

Transformation
図 1 Conversion of RSS

図 1は TV番組表配信 RSSを用いて 2章で述べた

RSS-TVサービスを構築するための RSSの変換の図

である．この RSSの一つの情報項目には，titleタグ

には番組名，categoryタグには放送局などといったよ

うに，一つの TV番組情報を保持している．ここで，

変換ルールにおいて，categoryタグに「フジテレビ」

と記述されている情報項目と「ユーザの持つテレビを

8chにセットする」というHNS操作が結び付けられて

いるとすると図 1のように当該情報項目の参照 (link)

をテレビのチャンネルを８チャンネルに変えるような

HNS操作に書き換える．

このようにRSS変換サービスでは，利用したいRSS

と変換ルールを入力として与えると，RSS の参照が

書き換えられた RSSを出力する．また，出力された

RSSも RSSの形式であるので，ユーザが日常使用し

ている RSSリーダに登録することができる．ユーザ

は RSSリーダに表示された情報項目のタイトルをク

リックするだけで家電の制御を行うことができるので，

簡単にサービスを実行することができる．

4. お わ り に

Web サービスインタフェースを持つ HNS 機器と

Web上の情報資源を柔軟に連携する RSS変換サービ

スを作成した．RSSの各情報項目の参照を HNSにお

けるサービス APIの参照に書き換えることで任意の

RSSと任意の家電機器を組み合わせることができる．

また，作成されたサービスは実行のための特別なイン

タフェースを必要とせず RSSリーダから簡単に実行

することができる．

今後は，RSSリーダを利用するユーザが家電を制御

するだけでなく，RSS文書の監視により自動的に適切

な HNSサービスが実行されるような，より能動的な

システムの開発を進めていくことを考えている．
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