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理事挨拶
一 般 社 団 法 人 デジタルライフ推 進 協 会（ DLPA）設 立 から
6年。当協会は、設立時の第一目標であったリモートアクセスに
よる録画コンテンツの視聴スタイルを実現し、地上波テレビ放送
の視聴環境改善に大きく貢献してまいりました。またこの3月には
スマートフォンによるリモート視聴をさらに便利にする「DLPA
NFC ガイドライン」を策定することができました。これもひとえに
会員の皆様のご協力とご尽力の賜物と心より感謝しております。
しかしながら動画サイトにおける著作権侵害、録画機器の非互
換など、デジタルコンテンツにはまだまだ多くの課題が残されて
おります。中でも録画機器の故障･買い替えにおけるユーザーの
不 便 解 消 は 急 務 で あり、録 画 機 器 のフォー マット統 一 による
SeeQVaultの発展･普及は目下最大の課題です。家電メーカー
各社の事情もあり大変高いハードルではありますが、会員の皆様
の力を結集すれば、こういった課題も必ず解決できるものと信じ
ております。常にユーザー目線で、既成概念に縛られずに動くこ

デジタルライフ推進協会 理事

牧誠

とが、当協会の役割であると考えております。今後ともご協力の
程よろしくお願いいたします。

写真提供：日刊現代

DLPA 体制図
DLPA NFC ガイドラインを策定

総会

NFC搭載のスマートフォンなどの端末と、NFCタグ搭載機器の

理事会

初期設定が簡単に実現できる共通仕様について検討し、2016年
総務委員会

技術ワーキング
グループ

普及ワーキング
グループ

3月、
「DLPA NFCガイドライン 1.0版」を発表しました。
かさずだけで
初期設定が完了

事務局

認証タスクグループ

DLPA準拠NFC搭載機器

NFC搭載スマートフォン

「DLPA NFCガイドライン」は、Wi-Fi AllianceのWPSの仕様
RA タスクグループ

に留意しながらも1つのNFCタグで複数のバンドのWi-Fi接続設
定を可能としたことや、複数の機能の設定情報を混載可能とし

NFC タスクグループ

平文コンテンツ利活用タスクグループ

ました。NFCの特長である「かざすだけ」は、わずらわしい操作
は一切なく、ユーザーに利便性を提供します。
さらに、この「DLPA NFC ガイドライン」で、メーカーの枠を越
えた接続性も提供できると思います。
会員企業の皆様、機器間の簡易設定方法として、ぜひNFCタグ

Plugfest タスクグループ
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の利用をご検討ください。

会員企業紹介
株式会社

デジオン

http://www.digion.com/

Digital On Stage

の普及活動として、ホームネットワーク技術やDTCP+仕様に対応
したリモート視聴ソリューションの発展に注力して参りました。
今後も、多様化するデジタル

〜新しい時代のデジタル ライフ スタイルを具現化します。〜
デジオンは、デジタル化された新しい時代に向け、
“ネットワー
ク”、
“マルチメディア”、
“セキュリティ”をキーワードとして、高度

ライフに合ったこれまでにない、
新しいユーザー体験をご提供で
きるよう務めてまいります。
ご期待ください。

な技術と創造性、そして市場性を備えた製品開発とソリューション
の提供により、次世代ソフトウェア・テクノロジーを提案します。
さらに、優れたユーザーエクスペリエンスをもたらすソフトウェ

株式会社デジオンについて

ア・アプリケーションと、ネットワーク化された高品質なサービ

当社はホームネットワーク分野において同社製品ブランドである

スを提供することで、あらゆる人々の生活の質を高め、快適な社

DiXiMによって確固たる地位を築いたリーディングカンパニーで

会づくりに貢献することを目指しています。

す。1999年に設立。福岡本社のほか、東京にブランチオフィスを

DLPAには、2010年2月より設立時会員として参加し、利用
者にとっての便利で健全なデジタル社会の発展の実現へ向けて

設け、その製品は日本および海外のモバイル機器・家電機器・パソ
コンメーカーでご採用いただいています。

富士ソフトが進める

「ものづくりを通じた人材育成支援」
ロボット相撲とは、参加者の自作したロボットを力士に見立て、技術と
アイデアで対戦相手のロボットを土俵から押し出す競技です。
当社が主催する「全日本ロボット相撲大会」は、国内最大規模のロボット
競技大会であり、「ロボット作りを通して『ものづくり』の楽しさを知ってもら
う場を提供する」ことを目的に、四半世紀に渡って途絶えることなく開催し続
けてまいりました。
2014年12月14日に開催した第26回大会では、全国9ヶ所の地区大会に
おける984台のロボットの中から勝ち進んだ64台が、相撲の聖地である国技館で競い合
い、優勝者には第26代横綱として、文部科学大臣杯と文部科学大臣賞が授与されました。
近年、当社が考案したロボット相撲大会は海を渡り、海外において「相撲ロボットの製作
はロボットテクノロジーの習得に適している」と各国に高く評価されており、当社では各国
で行われているロボット相撲大会を視察し、公認大会として認定してノウハウの提供を行っ
ています。
現在、確認できるだけでも、ヨーロッパ、アジア、北米中米、南米と17ヶ国でロボット相
撲大会が開催されるほど世界的に普及しています。
2014年度は、正式に第1回となる「INTERNATIONAL ROBOT SUMO TOURNAMENT
2014」を開催しました。世界9ヶ国（メキシコ・ブラジル・ペルー・コロンビア・トルコ・
ラトビア・エストニア・ポーランド・モンゴル）から44台の相撲ロボット、98名の選
手・関係者が来日、世界中が注目する熱い戦いが繰り広げられ、自立型で
はラトビアが世界一に輝きました。
当社ではロボット相撲の教育的効果をより多くの方々
に知っていただき、更なる普及と世界のロボットテクノ
ロジーの向上を目的とした活動を展開しています。
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「日常のデジタルライフ」

株式会社バッファロー
販売促進課

菅井将人

メンバー紹介

スマートフォンで日常的にSNSでコミュニケーションを行い、音楽を聴き・動画視聴などで利用しており、無くてはならないもの
として手放せなくなっています。
通信はもちろんですが、手軽に高画質な写真や動画を撮影できるのが便利で重宝しています。というのも、趣味でカポエイラ
（格闘技と音楽・ダンスの要素が合わさったブラジルの文化）をしており、練習をその場で撮影することで、動きの善し悪しを確認
することができます。すぐさま練習に活かすことができるのが大変効率が良く、勉強にもなります。
また、カポエイラってなに?という方に、その場で動画を見せて魅力を伝えられ
ることや、海外の共通の趣味を持った仲間とも交流出来るのもスマートフォンが
手放せない理由でしょうか。DLPAの業務との関わりはまだ日が浅いのですが、
デジタルメディアの発展に期待し、微力ながらその普及に貢献できれば幸いです。

旅行先でもメダカが気になります。
そこで活躍するのは「あんしん監視カメラ」。アプリの画面の

メダカとスマホとデジタルライフ

赤いボタンを押すと、5秒毎に写真を撮影し次々とクラウドにアップ

自宅には眠っている昔のスマホはありませんか?

していきます。外出先からそのアップされた画像をスマホやPCの

引き出しに眠っていたiPhone 4Sが、無料アプリでネットワーク

ブラウザで見るというものです。残念ながら動画ではないので
動きはありませんが、メダカが生きていることはしっかり確認でき

カメラに変身しました!
わが家ではメダカを飼っています。娘が小学校の授業でふ化
した3匹を持ち帰ってきたのですが、残念なことに現在は1匹。
その1匹を大切に大切に育てています。

ます!ちょっとした見守りが、家族に安心を与えてくれますね。
「あんしん監視カメラ」アプリ

ペットを飼っていて一番の心配事は旅行などで家を空けること。
スマホのカメラで
水槽を撮影

名前は「長女」たぶんメス

元気に泳いでいます

ブラウザで水槽の様子が
確認できます

編集後記（普及ワーキンググループ）
◆ 4年前から、休日はゴルフに勤しんでいます。自然と戦うスポーツなのに、

カメラ”はありがたいです。ぜひ今後の参考にしたいので、みなさんの身の回り

よくよく考えてみるとたくさんのデジタル技術に囲まれてるな〜と思います。

のちょっとした“便利”を教えてください!

アイ･オー ･データ機器 納富

ラウンド中は、コースマネジメントにGPSを活用したウェアラブル端末を活用し
たり、練習でも加速度センサを活用してスイングチェックしたり。ただ、機能は

◆ 最近、
“デジタルライフ”って本当に幅が広いなと感じることがあります。昨年

わかっていても、それらを上手に使い切って結果に繋げるのが難しい。。。ほか

からキャンプを始めたのですが、動画や写真を撮る機会が多くスマホやデジカメ

のデジタル機器にも通じるジレンマかもしれません。。。。

のバッテリーが切れる事態がよくあります。もちろんモバイルバッテリーや予備

富士ソフト 藤平

バッテリーは利用しているものの、できればテントの中、タープの中、焚き火台
◆ 憧れはYouTuber!? 先日、小2の息子とその友人数名が、得意げにYou

の周りで気軽に充電したいものです。

Tuberのモノマネを見せてきました。夢はゲームチャンネルへの出演。最近で

最適解はありませんが「デジタルライフ×キャンプ」といった情報ってもしかする

は、将来なりたい職業にもYouTuberが上位にラインクインするなど誰もがク

と必要としている人が意外といるのかもと思う今日この頃です（笑）。

リエーター !! の世の中を実感した次第です。これからのデジタルライフは受信

バッファロー 生出

側だけでなく発信側のニーズにも敏感である事の必要性を感じますね。という
訳で息子のゲームチャンネルがはじまるかも!?

デジオン 末藤

◆ 先日の合同WGで皆様からのアドバイスもあり、近頃はDVDメディアで保管
していたビデオデータをNASに移す作業をしています。なかには10年以上前に

◆ 今回デジタルライフ体験談を担当させていただきました。
“監視カメラ”と聞

記録したメディアもあります。調べてみるとDVDメディアにも寿命があるとか。

くと身構えてしますが、
“見守りカメラ”と 言い方を変えるだけで安心を与えられ

バックアップの重要性をいまさらながら実感しつつ、DLPAの一員としてさらな

ますよね。人が映ることに抵抗を感じると思いますが、例えばリビングの照明を

る促進ができればと思いました。ちなみにいまのところは無事にメディアから読

映しておくだけでも子どもが帰宅したことがわかるので、親としては“見守り

み出せております!

問い合わせ窓口  一般社団法人デジタルライフ推進協会
tel: 03-3523-3367 mail: info@dlpa.jp

sMedio 石津
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