
6．放送通信連携サービスの研究

2010年は、インターネットの世界的な普及開始から20年、BSデジタル放送開始から約10年が経ち
翌年には地上アナログ放送が一部を除き終了した年であった。その後の10年間は本格的なデジタル
サービスの広がりを見せ始めた時期となった。2010年、スマートフォン（スマホ）も普及し始め、
Twitter、Facebook、YouTubeなどの昨今の代表的なSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）
の利用者も急増していた。また、クラウドサービスも容易に利用できるようになり始めていた。この
ような背景のもとNHK技研では、日進月歩の周辺技術も取り込み、放送と通信とを連携させるサー
ビスを実現するための各種研究開発を積極的に進めた。代表的な放送通信連携サービスハイブリッド
キャストは、基本的な技術に加えて、実際のサービスに結び付けるため最新のインターネット技術を
取りいれると共に、デジタル放送との整合性も取った。インターネットに関連する技術は（一社）
IPTVフォーラム、デジタル放送に関連する技術は（一社）ARIBと、それぞれの標準仕様として技
術提案、規格化を進めると共に、2010年度から技術開発を一気に進め、2013年９月のサービス開始に
結び付けた。また、本格的なクラウドサービスを見据え、ユーザーデータをクラウドに収集してさま
ざまなサービスをレコメンドするための技術やパーソナルデータを安心安全に利用するための技術開
発も進めた。PC（パーソナルコンピュータ）、スマホでのサービス利用などの多様化に対応するため
に、ユーザー環境に適した効率的なコンテンツ配信やユーザーインタフェースの研究も同時に進めた。
昨今のSNSでは当たり前に利用されつつあるユーザーの行動履歴に基づくレコメンデーションサービ
スに関する研究も開始し、放送番組視聴コミュニティ SNSの先駆けとして大規模な実験を実施する
などの取り組みも行った。ロンドンオリンピックでは、PC向けに、現在の商用配信方式でも一部利
用されている技術となるP2P（ピアツーピア）方式を用いた動画配信を実施するなどNHKの大規模イ
ンターネットライブ配信サービスの先駆けとなる取り組みにも参加するなどして、放送のライブ配信
に関する研究開発も本格的に開始した。一方、テレビ向けの動画配信でも、ハイブリッドキャスト
サービスの動画再生プレーヤーの開発も進め、民間放送事業者などの要件も取り入れ、CM挿入を想
定したネット配信でのコンテンツ差し替え技術の研究開発も進めた。この技術は、2019年にNHKの
4K8K放送の動画配信サービスなどで利用され実用化した。また、スマホとの連携サービスのための
技術であるハイコネ（ハイブリッドキャストコネクト）も（一社）IPTVフォーラム仕様として標準
化され実用化した。

ユーザーのテレビ視聴をより豊かなものとするテレビ視聴ロボットの研究も開始し、自律的に視聴
者と会話を交わす機能の主観評価実験も開始した。コンテンツ保護の研究開発については、SHV放
送に利用されるACAS方式などの基礎的な実験も重ねた。暗号研究では、さまざまな放送通信連携
サービスに必要となる認証技術や、耐量子コンピューター用の暗号の研究も開始するなど実用的なも
のから将来の暗号技術まで幅広く研究を進めた。

この10年間で放送通信連携サービスは次のステップを迎え、放送に紐づいたサービスに加えて、イ
ンターネット配信も含めて多様化が進んだ時期であった。技研の研究も多様化を支える技術課題の解
決に向けて着実に進められてきた。2018年度のNHK ３か年経営計画では、インターネット利用サー
ビスを前提とする公共メディアとしての取り組みを重点にしている。この10年、インターネットサー
ビスの進展は極めて速く、活発な研究活動の後押しともなった。2019年度にはスマート社会に向けた
研究も立ち上がり、公共メディアサービスを支える研究としての役割を果たしてきたし、今後も果た
していく研究分野である。

〔石川　清彦〕

6.1 ハイブリッドキャスト
6.1.1 ハイブリッドキャスト仕様 ver.1の技術 

（１）ハイブリッドキャスト システム基盤の開発
放送波による一斉同時配信と通信による個別向け配信

など、放送と通信のそれぞれの優れた特長を連携させる
ことで、デジタル放送サービスをより高度化し、柔軟性
と拡張性を備えたハイブリッドキャストの基盤システム
の研究を2010年度に開始した（1）（図6.1）。開発当初は、
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PC（パーソナルコンピュータ）ベースの受信機による
基本システムを構築し、ハイブリッドキャストのコンセ
プト提案とサービス例を技研公開2010で展示した。サー
ビス例としては「カスタマイズサービス」、「ソーシャル
テレビサービス」、「お薦め番組サービス」、「携帯端末連
携サービス」の４つを展示した（2）。「カスタマイズサー
ビス」は、放送中の番組に関連する情報を通信で提供す
ることで、各個人のニーズに合った視聴を可能にする
サービスである。例えば、外国人向けの多言語字幕や高
齢者向けの話速変換音声などである。これらサービス実
現のため、放送と通信から送られてくるさまざまなコン
テンツを、受信機でタイミングを合わせて表示する同期
合成技術を開発した。「ソーシャルテレビサービス」は、
インターネットで普及しているSNS （Social Networking 
Service）を放送視聴と融合させるサービスである。
SNSに入力される視聴者からの意見や感想を番組と同時
にテレビ画面上に表示・入力するサービスである。「お薦
め番組サービス」は、数多くのVOD（ビデオオンデマ
ンド）番組ライブラリーの中から、視聴中の番組に関連
した番組や、視聴者の嗜好やニーズに合った番組をブッ
クマークに登録して好きな時に視聴できるサービスであ
る。「携帯端末連携サービス」は、２次元バーコードを利
用してテレビと携帯端末をリンクし、携帯端末でお薦め
番組の視聴を楽しんだり、予約録画の操作などをしたり
するサービスである。これら基本システム開発時の知見
から、ハイブリッドキャストシステムの要求条件をとり
まとめ、システムの構成、サービスモデル、技術要件な
どをとりまとめたハイブリッドキャストのシステム仕様
１次案を作成した。

2011年度には、テレビ型とSTB（セットトップボック

ス）型のテレビ受信機メーカー製のハイブリッドキャス
ト受信機を試作し、早期実現の可能性を示す（図6.2）
とともに、マルチビュー、２眼式立体TVなどが提示可
能なフレーム単位の高精度同期技術や、携帯端末連携技
術を用いてシステムを試作し、拡張性を備え新機能追加
可能なシステムであることも示した。

これらハイブリッドキャスト技術は、技研公開2011 
での展示に加え、CEATEC2011、IMC2011、IBC2011
をはじめ、国内外で多くの展示・講演を実施し、ハイブ
リッドキャストの理解促進とサービス実現の可能性を広
くアピールした。特にNAB2011において行ったハイブ
リッドキャストの講演は、Best Paper Awardを受賞し
た（3）。その際、 ハイブリッドキャストの仕様１次案を
HTML5ブラウザーベースとしたシステム構成のハイブ
リッドキャストの技術概説としてWebに公開した。 

本研究は、浜田浩行、金次保明、加藤久和、山本 真、
砂崎俊二、武智 秀、上野幹大、藤沢 寛、有安香子、馬
場秋継、松村欣司、三矢茂明が主に担当した。

（２）ハイブリッドキャストの実用化に向けた取り組み
2012年度は、実用化に向け、ハイブリッドキャストの

プロトタイプ受信機の開発、実用化に向けた技術仕様の

図6.2　技研公開2011で示したHybridcastの試作機
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図6.1　Hybridcastの概念図
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標準化、さらに2013年中のサービス開始に向けた実用化
対応に重点的に取り組んだ。受信機メーカー５社の協力
を得て、 市販のテレビをベースとしてHTML5ブラウ
ザーを搭載したプロトタイプ受信機（図6.3）を開発し、
2012年度の技研公開では、ハイブリッドキャストのさま
ざまなサービス例を示した。さらに民間放送事業者など
の協力による、民放のサービス事例などを展示し、ハイ
ブリッドキャストサービスの魅力をアピールした。 

さらに、ハイブリッドキャストの展開活動として、国
際 標 準 化 対 応（6.6節 参 照 ） の 他FoBTV（Future of 
Broadcasting Television）へ放送通信連携サービスの
ユースケースの文書入力、国内では、技研公開2012に加
え、ロンドン五輪、Broadcast Asia 2012、TV60年記念
イベントなどでの展示や実証実験も行った。特にロンド
ン五輪では 実証実験として、競泳、柔道などの競技番
組を対象にして実用レベルの開発ツールであるSDK

（Software Development Kit）による制作、商用クラウ
ドサーバーによる配信、受信までの一連の運用フローの
検証を行い、SHV（スーパーハイビジョン）パブリッ

クビューイング会場であるベルサール秋葉原で展示し、
好評を博した。

2013年度、IPTVフォーラムにおいてハイブリッド
キャスト技術仕様ver.1.0（4-6）が規格化された。アプリ
ケーションの種別として、放送信号によりアプリケー
ションの制御を行う「放送マネージドアプリケーショ
ン」、放送信号以外の信号により制御を行う「放送外マ
ネージドアプリケーション」が同仕様ver.1.0 （4）により
定義されていたが、同仕様ver.1.0 （6）では「放送マネー
ジドアプリケーション」がサービス運用対象とされた。
５月に開催された技研公開2013では受信機メーカーや通
信事業者の協力を得て、ハイブリッドキャスト技術仕様
に準拠した受信機を開発し、民放、有料放送事業者とと
もに多彩なサービスを展示してハイブリッドキャストの
実用性を示した。ホーム画面、アクティブ番組表、スク
ロールニュース、TV60年記念みのがし・なつかしなど
の実サービスのほか、将来のインタラクティブなサービ
ス事例として、お絵かきアプリ、楽器演奏アプリ（図
6.4）、多言語吹き出しサービスなど、テレビとタブレッ
ト端末との連携機能や番組の進行に同期したサービスな
ども展示した。６月には一部メーカーがハイブリッド
キャスト対応テレビの発売を開始する中、NHKは、
2013年９月に独立型サービス（図6.5）を、12月には番
組連動型サービス、タブレット連携サービスを開始した。

本研究は、金次保明、加井謙二郎、加藤久和、山本 
真、砂崎俊二、武智 秀、藤沢 寛、松村欣司、馬場秋継、
三矢茂明が主に担当した。

（３） 迅速な災害情報伝達のための放送・通信連携基盤
技術

大災害時においては、正確な情報を地域と時刻に合わ
せて的確に得られることが、生命財産の確保のために極

図6.4　インタラクティブなサービス事例
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図6.3　受信機メーカー 5社によるHybridcastプロトタイプ受信機
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めて重要である。東日本大震災の教訓を活かして、放送
と通信の両方のメリットを生かした放送通信連携システ
ムの提案と構築を行った。仙台市内で大規模災害発生を
想定し、本システムを用いた災害情報伝達サービスにつ
いて、一般市民による主観評価実験を実施した。その結
果、電源の確保を前提とすれば、震災直後でも約８割が

「有用」と回答した。デモを通じて、東北地方の自治体、
放送局とも議論する機会が得られ、地域毎の細かい情報
を災害時に扱う課題なども明確になった（7）。この研究
は総務省の委託研究「災害情報を迅速に伝達するための
放送・通信連携基盤技術の研究開発」として実施し、研
究成果の一部は、IPTVフォーラムの標準仕様ハイブ
リッドキャスト技術仕様 ver.1.0の一部に反映された。

本研究は、加藤久和、金次保明、砂崎俊二、松村欣司、
馬場秋継、大竹 剛が主に担当した。

〔藤沢　寛〕

6.1.2 ハイブリッドキャスト仕様 ver.2の技術
（１）ハイブリッドキャストシステム基盤の拡張

2013年に（一社）IPTVフォーラムで策定されたハイ
ブリッドキャスト 技術仕様ver1.0に対し、2014年度はさ
らなる放送通信連携サービスの高度化へ向けて要素技術
の検討と実験的な検証を行い、 技術仕様ハイブリッド
キャスト ver.2.x（8-10）への反映・策定を推進した。ハイ
ブリッドキャスト ver.2.xでは、MPEG-DASH（MPEG 
Dynamic Adaptive Streaming over HTTP）、HLS

（HTTP Live Streaming）方式といったマルチデバイス
展開可能な動画配信、VODや録画への対応（11）、放送外
マネージドアプリの実現、放送・通信の高精度な同期提
示、端末連携のためのプロトコルを共通化したハイコネ

（ハイブリッドキャストコネクト）などの仕様を対象と
した。

放送外マネージドアプリは、放送事業者以外の事業者

もアプリを提供でき、放送チャンネルを経由せずに利用
可能なことから、新たなサービスとビジネスモデルの実
現を期待できる仕様である。NHK技研では、サービス
事業者へ提供する番組関連データの配信管理（12）やプッ
シュ型伝送方式の検討に加え、受信機モデル（13）やアプ
リの試作も行い、サービス利用全般にわたるシステムモ
デルを検討した（14）。放送外マネージドアプリは、通信
のアプリケーションを利用することで、プッシュ型で配
信されるデータをどの放送チャンネルでもリアルタイム
で受信して放送画面上に提示することが可能となる。例
えば、放送だけでは実現できない生活に密接に関連する
列車の運行情報や気象情報などの多様なサービスも迅速
にできる。

一方で、放送画面に通信アプリケーションがオーバー
レイ表示されて、放送の重要な情報が隠されてしまう可
能性がある。そこで、2012年度には、アプリケーション
による通信コンテンツの混在表示に対して、緊急災害時
の放送画面に配慮してアプリケーションの提示位置など
を制御できる方式を開発した。放送画面と通信アプリ
ケーションの混在提示に対して、放送事業者の意向を反
映した提示ポリシーを受信機に伝送し、放送画面の緊急
地震速報などの重要な情報が隠されないように通信アプ
リケーションを表示させる画面提示制御方式である（15）。

2015年度には、放送マネージドアプリとの共存やチャ
ンネル変更時の動作なども 試作テレビ受信機で検証し
た（図6.6）。

この研究は、加井謙二郎、真島恵吾、砂崎俊二、武智 
秀、藤沢 寛、松村欣司、馬場秋継、大槻一博、西村 敏、
竹内真也、大亦寿之、池尾誠哉、大西正芳、古宮弘智、
広中悠樹、遠藤大礎が主に担当した。

（２）ハイブリッドキャストビデオ
ハイブリッドキャスト ver.2.0におけるHTML5に対応

図6.5　ハイブリッドキャスト開始時のサービス 図6.6　放送チャンネルによらず提示可能な放送外マネージドアプリの例

放送外マネージドアプリ放送マネージドアプリ 
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したテレビ向けの新しいVOD技術方式の規格化作業と
並行して、2014年度から同規格に準拠し、ハイブリッド
キャスト対応テレビ受信機をはじめ、パソコン、スマホ

（スマートフォン）などさまざまな視聴端末のHTML5
ブラウザーで、MPEG-DASH方式のネット動画を安定
に再生する、MPEG-DASH動画視聴プレーヤーの開発
を開始した（図6.7）。2015年度には、同プレーヤーを
IPTVフォーラムのMPEG-DASH相互運用性検討会に提
供し、「dashNX」という名称で同検討会会員向けに公
開が開始された。2016年度には、dashNXが複数の民間
放送事業者や配信事業者にも広く利用され、ハイブリッ
ドキャストを起点とした4K動画配信の実証実験や4K動
画配信サービスなど、新たな動画配信サービスの創出に
寄与した。2017年度には、さらに総務省の実証事業等に
よる多数の放送事業者の4K配信実験や、大規模商用
サービスで活用されるなど実績を挙げた。また、4Kラ
イブ配信を活用した動画配信サービスの普及に向けて、
ライブ配信時に指定した時刻に視聴者の属性に合ったク
リップ動画を挿入するなど、柔軟に機能の追加・変更が
可能な4K配信対応ライブエンコーダーを開発した。本
エンコーダーを利用して、端末連携機能を備えた4Kラ
イブ配信対応のスポーツ視聴アプリケーションを試作し
た（16-17）。

2019年度からは、NHKの新4K8K衛星放送のデータ
サービスおよびハイブリッドキャストにおける動画配信
サービスでdashNXが活用されている。

この研究は、山本 真、遠藤洋介、山本正男、藤沢 寛、
松村欣司、西村 敏、池尾誠哉、大西正芳が主に担当し
た。

（３）ハイコネ
ハイコネは、ハイブリッドキャストの機能の一つで、

テレビと携帯端末（スマホのコンパニオンアプリなど）
を接続して楽しめる端末連携の機能である（図6.8）。ハ

イブリッドキャスト ver.1.0では、テレビとスマホなど
の連携端末間の通信プロトコルが規定されていなかった
ため、コンパニオンアプリは、テレビ受信機メーカーが
独自でスマホ向けのコンパニオンアプリを提供していた。
2015年度に、この通信プロトコルを共通化する連携端末
通信プロトコルの開発を行うことで、テレビメーカーに
依存せず同一のコンパニオンアプリ（共通コンパニオン
アプリ）による端末連携を可能とし、IPTVフォーラム
により標準化された（図6.9）。

2016年度は、 視聴者がスマホのアプリなどを起点に簡
単な操作で安全・安心に放送通信連携サービスを利用で
きるようにする、ハイブリッドキャスト端末連携アーキ
テクチャの拡張の検討を開始した（図6.10）。さらに、
日常の利用時間が増加しつつあるスマホを介して、テレ
ビがさまざま なアプリやIoT機器と連携したサービスを
提供可能とするための基盤システムと、その中心となる
ハイブリッドキャストの共通コンパニオンアプリを中心
としてアプリケーションフレームワークの設計と試作を
行った（18-19）。

2017年度は、ハイブリッドキャスト端末連携アーキテ
クチャの拡張（ハイブリッドキャストコネクトX）仕様
をIPTVフォーラムに提案し、スマホなどの端末からハ
イブリッドキャストアプリを起動可能とするために、連
携端末通信プロトコルの改良を行い、標準化を推進した。
技研公開2017では、民間放送事業者やメーカーなどの協
力を得て、前年度に設計・試作した端末連携アーキテク
チャに対応したプロトタイプを用いた十数種類のサービ
ス事例を展示し、本アーキテクチャの有効性を確認した

（18）。また、2017年のIBC、CEATEC、InterBEEなどの
展示会や学会を通して、本アーキテクチャを国内外にア
ピールした（19-20）。

図6.7　MPEG-DASH動画視聴プレーヤー
dashNXを用いた各種端末での動画再生の様子 図6.8　ハイブリッドキャストコネクト（ハイコネ）
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2018年度には、連携端末通信プロトコルの具体的な利
用例として、ニュース、SNSなどのスマホ用アプリや、
対話型スマートスピーカー用アプリに本プロトコルを実
装し、技研公開やIBC2018でデモ展示（21） した。IBC 
2018では本件関連の発表がベストペーパー賞（22）に選ば
れた。改良された連携端末通信プロトコルは、標準技術
規格のプロコルver.2.0として（一社）IPTVフォーラム
によって一般公開され、ハイブリッドキャストコネクト
Xは、「ハイコネ®︎」と呼ばれるようになった。また、
前記のデモでは、本プロトコルを実装することで、日常
利用しているスマホアプリや通知機能を起点に放送サー
ビスとの連携が可能となり、新しいユーザー体験を実現
するサービスが提供できることを示した（23）。さらに、
本プロトコルを容易にスマホアプリやIoT機器に実装可
能とするソフトウェア「ハイコネ・ライブラリ」（24）や、
プロトコル動作を確認するテストツールも開発し、2018
年度の技研公開、Inter BEEなどでの展示を行うととも
に、IPTVフォーラムでのワークショップ実施などに貢
献し普及活動も推進した。

この研究は、上原道宏、藤沢 寛、松村欣司、馬場秋
継、大亦寿之、池尾誠哉、遠藤大礎、平松和宏、小川展
夢、瀧口 徹が主に担当した。

（４）ハイブリッドキャスト の国内外展開
ハイブリッドキャストの普及に向けた取り組みを 

IPTVフォーラムと連携して推進した。放送局のアプリ
制作と受信機メーカーの受信機開発における共通の指標
となるベンチマークテストのために対応テレビの性能を
客観的に把握するアプリ群を開発し、アプリ制作時の省
力化やサービス品質の向上を目指す取り組みを行った。
2015年度には基本的な処理性能の把握を目的に、計測シ
ステムの開発と機能要素別のテスト項目の検討を進め、
2015年９月のIPTVフォーラムによるパフォーマンステ
ストイベントでは、本ベンチマークテストソフトウェア
をIPTVフォーラム会員社向けに公開した。2016年度か
らは、ハイブリッドキャストアプリケーションを世界的
に展開することを目的に、欧州を中心にサービスが展開
されているHbbTVとの相互運用を可能にするための技
術手段の検討に着手した。ハイブリッドキャストアプリ
ケーションとHbbTVアプリケーションの互換性を確保
するための基本アーキテクチャとアプリケーション変換
方式の検討・検証を行った。また、HbbTVの実際のサー
ビスについて欧州の現状調査を行い、IPTVフォーラム
関連イベントなどで報告した。

2018年度からは、HTML5をベースとする日欧の放送

図6.10　端末連携アーキテクチャとハイコネ・ライブラリ

連携端末 ハイブリッドキャスト対応テレビ
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図6.9　端末間連携のための共通通信プロトコル
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通信連携システムであるハイブリッドキャストおよび
HbbTV2.0について、両システムで動作するアプリケー
ションを制作するための等価アプリケーション制作シス
テムの開発を進めている。2018年度はアプリケーション
の多言語対応の検討およびMPEG-DASH再生（ハイブ
リッドキャスト4Kビデオ）におけるハイブリッドキャ
スト用ライブラリのHbbTV2.0への適用性の詳細検討を
行い、その条件を明らかにした。また、等価アプリケー
ション制作システムについてHbbTVの開発者会議であ
るHbbTV Symposiumで発表するとともに、ドイツの
IRTなどの研究機関との協力関係の構築も進めた。その
他、ハイブリッドキャストコネクトX、ハイブリッド
キャスト（4K）ビデオに関するウェブ技術について、
国際標準化団体W3Cでの発表も行った。

本研究は、武智 秀、藤沢 寛、大亦寿之、池尾誠哉、
瀧口 徹が主に担当した。

〔藤沢　寛、西村　敏〕

6.1.3 ハイブリッドキャストを拡張する技術
（１）高精度同期技術

高精度同期技術は、時刻情報を利用して放送と通信で
配信されるコンテンツを映像フレーム単位で同期させて
利用するものであり、同一番組での別角度の映像を視聴
可能とするマルチアングルサービスなどに不可欠な技術
である。2015年度には、コンテンツ制作・配信の基盤技
術として、ライブ番組で生成される関連データをリアル
タイムに配信し、放送と高精度に同期提示する手法を提
案し、End-to-End のシステムを試作して機能を確認し
た（25）。さらに、テレビ画面に表示される番組本編と同
期して、タブレットやスマートフォンなど別デバイス上
で関連映像を再生するための基礎技術を開発した（図
6.11）（26）。 

2016年度には、放送と通信の高精度同期機能を活用し

たサービスの実現性を示すため、スポーツ中継現場など
でリアルタイムに生成されるデータを実際にインター
ネット経由で配信し、放送映像と同期して提示するシス
テムの検証実験を行った。実験では、NHK BS1で生中
継されたサッカー Jリーグの試合を対象にして、データ
制作事業者がリアルタイムに生成・配信する選手の位置
などの計測データ（トラッキングデータ）に同期用の時
刻情報を付加した上でクラウドサーバーにアップロード
し、BS1の放送を受信している試作ハイブリッドキャス
ト対応テレビに配信した（図6.12）。実験の結果、放送
映像よりも先にデータを受信でき、付加した時刻情報を
用いて受信機内で放送映像とデータを高精度に同期して
提示できることを確認した（27）。この技術を用いて、
サッカー中継番組に合わせて選手の位置や走る速度をリ
アルタイムに表示するハイブリッドキャストアプリを試
作し、技研公開 2016で展示した。

放送と同時に別アングルの映像などをインターネット
で配信し、受信側で選択して見ることができるマルチ
ビューサービスの実現に向けた検討も行った。MPEG-
DASH方式の動画を放送映像と同期して再生するための
制御手法を提案し、システム試作により動作を確認した

（28）。また、高精度な同期に必要となる、 放送コンテンツ
とネット配信コンテンツの時刻情報の対応づけを、簡易
に実現する手法を開発し検証した（29）。

この研究は、加井謙二郎、真島恵吾、藤澤和也、砂崎
俊二、武智 秀、松村欣治、大西正芳、神戸喬輔、平松
和茂、古宮弘智、広中悠樹が主に担当した

（２）同時受信型プッシュ配信制御技術
2012年度から、放送コンテンツの各映像フレームに合

成表示する情報を、通信路経由で高精度に同期配信する
ことを目指した同時受信型プッシュ配信制御技術の開発

図6.11　テレビ（放送映像）とタブレット（通信）を
高精度に同期するハイブリッドキャストの試作アプリ 図6.12　データ同期配信実験のシステム構成
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を開始した。2012年度には、多数の受信端末に対して情
報が同時刻に到達するよう、受信端末の回線状況に応じ
て配信サーバー側の情報送出タイミングを制御する配信
手法を開発した（30）。2013年度には、情報を周期的に配
信する際に、各受信端末における情報の到着間隔の揺ら
ぎと受信端末間の到着遅延差の低減を両立する手法を開
発した（31）。2014年度から2015年度には、情報到達の信
頼性を高める配信時刻の再調整方法や、複数配信拠点に
設置した配信サーバーより全国規模の配信を行う際の配
信サーバー選択手法を開発し、シミュレーションにより
有効性を確認した（32-34）。 

この研究は、山本 真、遠藤洋介、山本正男、西村 敏、
田中 壮が主に担当した。

〔藤沢　寛、西村　敏〕

6.1.4 8Kハイブリッドキャスト技術 
SHV（スーパーハイビジョン）マルチメディア放送

の実現に向けて、ハイブリッドキャストの技術を基本に、
超高精細・大画面の特徴を生かした8Kの放送通信連携
サービスの研究を2013年度から開始した。ゴルフ番組と
ともに、放送や通信で提供されるマルチアングル映像、
多言語字幕、SNSのつぶやきなど、多様な情報を画面上
に同時に表示する例を技研公開2014で展示した（図
6.13）。

ARIBで策定されたSHV放送規格に対して、既存デジ
タル放送との共用受信機における選局機能や永続記憶領
域などに関する追加規定を検討するとともに、運用規定
の策定に寄与した。さらに、EPG用記号の追加に向けて、
ISO/IECおよびその国内委員会への対応を実施した。ま
た、本放送に向け、放送でのデータコンテンツ伝送を検
証する実験システムも開発した。 SHVマルチメディア
放送での文字スーパー・字幕方式は、通信との共用性や
交換性を考慮し、W3C勧告であるTTMLを拡張した方
式を検討し（35）、ARIB-TTMLが策定された（36）。技研で
は、ARIB-TTML検証システムを試作し（37）、技研公開

で展示した（図6.14）。 ARIB-TTMLによる字幕方式は、
MPEG-DASH方式のVODにも適用され、継続的に検証
を進めている。

さらに応用的なSHVマルチメディアサービスを検証
するため、 通信からの映像を多元的に利用した8Kハイ
ブリッドキャストサービスを試作し、技研公開2015で展
示した（図6.15）。また、これまでに試作したアプリ開
発上の課題を整理した（38）。 

2016年度には、コンテンツの伝送を検証する実験用受
信機を開発し、放送波で伝送されたデータのキャッシュ
蓄積制御やイベントメッセージの動作検証を行った。こ
の受信機を用いて、MMT多重方式で伝送されたARIB-
TTML形式の字幕データを、SHVマルチメディア放送
のアプリケーションで呼び出し、文字の大きさや色、表
示位置を変えて表示することで、字幕を従来よりも豊か
な表現で提示できることを確認した。ARIB規格で規定
された汎用データ伝送方式の動作検証も行い（39）、技研
公開2016で展示した。この方式により、放送波を用いて
画像データやバイナリデータをプッシュ配信することで、
アプリケーションに用いるデータの頻繁な更新が可能と
なった。

本研究は主に、加井謙二郎、藤澤和也、武智 秀、馬
場秋継、竹内真也、池尾誠哉が担当した。

〔藤沢　寛〕

6.2 メタデータ活用技術の研究
6.2.1 スマートテレビの認証・認可の研究

ネット接続されたスマートテレビで、簡便かつ安全に
さまざまな個人向け通信サービスを利用可能にするため
に認証連携フレームワークの研究を進めた（40，41）。2010
年度には、放送と電子行政などの個人向け通信サービス
との連携を目的に、データ放送と通信コンテンツを受信
機側で合成・提示する手法に、複数事業者サービス間で
認証とサービス利用認可を連携する手法を組み合わせた
ID連携フレームワーク（図6.16）を開発し、安全に個
人向け通信サービスをデータ放送画面の中に提示して利

図6.13　8Kハイブリッドキャストサービス例（ゴルフ中継） 図6.14　ARIB-TTMLのデモ
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用できるシステムの試作を行った。この研究の一部は、
東京工業大学と共同で実施した。また、１台の受信機で
複数のユーザーが各々の個人向け通信サービスを安全か
つ利便性よく利用できるように、受信機内の個人情報の
管理およびアクセス制御方式を検討し、複数のユーザー
で利用できるマルチアカウント受信機を試作した。2011
年度には、携帯電話などの個人のデバイスと受信機の間
でユーザー認証に関する情報を受け渡す方式を組み込ん
だデバイス連携手法を検討・試作した（42）。また、ユー
ザーに関するデータを異なるサービス間で安全に連携さ
せるための要件を整理し、放送局が保有する番組に対す
る感想などのユーザーデータを、ユーザー同意のもとで
外部サービス事業者が安全に活用するための認可プロト
コルを開発し、ソーシャルテレビサービスteledaの実証
実験によって検証した。また、認可機能を利用した
VODサービスと外部サービスの安全なマッシュアップ
方式の仕様検討および試作システムを開発し（43）、2012
年度の技研公開でデモ展示した。ユーザーの認証操作は、
個人が所有する携帯端末で行い、テレビには個人向け
サービスの一部のリソースへのアクセス権限のみを端末
間で移譲することにより、家庭の共有端末であるテレビ
でログイン操作をすることなく簡便に個人向けサービス
を利用できることを示した。

以上の研究は、井上友幸、中川俊夫、藤井亜里砂、西
本友成、大槻一博、大亦寿之、川喜田裕之、山村千草が、
主に担当した。

〔藤井　亜里砂〕

6.2.2 端末連携サービス・データ連携サービスの研究
（１）テレビノート

2013年度～ 2014年度には、外部の認証サービスと連
携しながら、テレビと連動したタブレット端末の画面を
タップするだけで、視聴番組への興味関心を効率良く収
集する「テレビノート」（図6.17）を開発し、ハイブ
リッドキャストのサービスモデルとして技研公開2014で
展示した。記録された情報は、視聴者の興味データとし
て蓄積され、放送後に視聴者の興味に応じたインター
ネットサービスの利用に役立つ（45）。

以上の研究は、中川俊夫、藤井亜里砂、大亦寿之、山
村千草が、主に担当した。

（２）データ連携
2013年度より、放送局のネットサービスとの親和性を

高めるため、放送局の保有する番組関連の情報を計算機
に可読なLOD（Linked Open Data）形式に構造化し、
API（Application Programming Interface）を介してさ
まざまなサービス事業者が利活用可能な番組情報ネット
ワークの研究を開始した。EPG（Electronic Program 
Guide）データをLOD形式に変換し、番組情報や関連情
報を表現・接続できるデータベース構造を設計した（46）。
このデータに日本語版 DBpedia（インターネット百科
事典WikipediaのデータをLOD化したもの）の語彙と自
動的なリンク付与を行って、外部のオープンデータとも
連携が可能なデータハブを構築した。

また、番組と国立国会図書館典拠データやツイートな
どのソーシャル情報を関係付ける手法を考案し、ユー
ザーを１つの番組から他の関連する番組や情報に案内す

図6.15　ネット配信映像の多元活用

図6.16　ID連携フレームワークによって放送サービスと
個人向け通信サービス（ねんきん情報）を同時に表示した例 図6.17　テレビノート
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るアプリケーションを試作した（44）。健康ジャンルの番
組情報に対して、当時、技研で研究中であった番組関連
意味ネットワークである概念マップやコンテンツマップ
とのリンク付けを行い、これらの知識構造を利用した検
索を可能とした。2015年度は、外部サービスからデータ
ハブを活用するためのさまざまな利用形態を想定した
APIを設計整備し、番組関連情報を利用したい放送局や
サードパーティー事業者と、より容易なサービス連携を
可能にした。NHKオンラインの「マイ健康」サイト向
けに、意味的関係を使ってユーザーの興味に関連した番
組情報を提示する機能を実装したサービスの試作を行い、
データハブおよびAPIの有効性を示した。

一方、SNSや外部のオープンデータ、放送に関する外
部のさまざまなビッグデータの分析・活用手法について
も検討を進めた。東日本大震災時のツイートを分析し、
大規模災害時は平常時に比べて地名など固有名詞の出現
頻度が突出して高く、一般的に自動文章要約に使用され
る単語重要度の指標となる特徴抽出が難しいことを明ら
かにした。この課題を解決するため、地名などの固有名
詞に頼らず、単語間の修飾関係に着目したメッセージの
分類法により、大きく集中したトピックが存在する場合
でも重要なメッセージが埋もれることなく特徴抽出可能
なメッセージ分類手法を提案した（48）。今後の地域防災
や、災害時の放送取材において、適切かつ有効なメッ
セージ抽出への活用が期待される。

また、放送局外における番組データを利用した新しい
アプリケーションやサービスの創出可能性を調査するた
めに、編成局と連携してデータハブの情報を利用できる
一部のAPIを外部に公開し、オープンデータに関連する
イベント「LODチャレンジJapan2015」にデータ提供
パートナーとして参加した（図6.18）。さらに、番組表
データや「動画で見るニッポンみちしる～新日本風土記

アーカイブス～」と「NHK地域づくりアーカイブス」
の動画に関するデータをLinked Data形式で公開し、

「LODチ ャ レ ン ジJapan2016」 と「RESAS×JAPAN 
Hackathon」にデータ提供パートナーとして、また

「MashupAwards2016」にAPIパートナーとしてそれぞ
れ参加した。また、国際学会ISWC2016において、NHK 
WorldのデータをLinked Data形式で公開し、データを
活用したコンテンツの国際展開手法を検証した。教育分
野やスポーツ分野においてデータの構造化技術を活用す
ることに着手し、学習指導要領をもとにしたコンテンツ
の体系化やスポーツアスリート情報の構造化も行った（47）。
本技術はNHKのリオデジャネイロパラリンピックや
NHK for Schoolのウェブページで活用された。

また、番組字幕文で言及されているキーワードが実体
として何を示すかを特定するエンティティリンキングの
研究で、2016年度は、キーワードとして利用価値の高い
人物名に焦点を当て、字幕文に登場する人物キーワード
をWikipedia記事の見出し語にひもづける手法を提案し
た（51）。

インターネットの利用がモバイル端末中心のユーザー
に対して効果的に情報提供を行うために、モバイル端末
を活用した番組情報提供技術の研究開発を進めた。2015
年度は、ユーザーの行動した場所に連動した番組情報提
供の実現性と有用性を検証するため、オープンデータで
あるWikipediaを活用し、番組情報や字幕情報から場所
に関連づけられる話題を自動抽出することで、モバイル
端末のGPS位置に連動して関連する番組情報を提示する
プロトタイプシステムを開発した（49）。

以上の研究は、苗村昌秀、中川俊夫、上原道宏、藤井
亜里砂、藤沢 寛、有安香子、馬場秋継、宮崎 勝、澤井
里枝、浦川 真、黄 珉錫が、主に担当した。

〔藤井　亜里砂〕

6.2.3 行動連携サービスのための研究
（１）行動連携サービスのための要素技術

2016年度より、テレビ視聴とネット利用さらに現実の
生活行動をつないだ「行動連携サービス」の実現に向け
た研究を開始した。

ユーザーの番組視聴ログを活用し、視聴した番組に関
連する情報から、ユーザー（スマートフォン）の位置情
報に関連深いものを提示する行動位置連動型のプロトタ
イプシステムを開発し、民間放送事業者などのビジネス
要件も考慮した行動連携サービスのユースケースを検討
した（50）。日常の利用時間が増加しつつあるスマホ（ス
マートフォン）を介して、放送とさまざまなアプリや
IoT機器が連携したサービスを提供可能とする基盤シス
テムと、その中心となるハイコネの機能を拡張するアプ図6.18　LODチャレンジJapan2015 データ提供の案内
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リケーションフレームワークの設計と試作を行った。さ
まざま事例によるシステム検証を行い、フレームワーク
の汎用性を確認した。

2017年度は、異業種事業者とのサービス連携の検討も
進めた。自動車の運転中に、番組に関係する観光地など
の情報をHUD（ヘッドアップディスプレー）に表示し
たり、視聴した番組の話題をクイズ形式で語りかけて運
転者の眠気を覚ましたりするなど、放送と運転中の行動
を結び付けるサービスを試作・展示した（図6.19）（18，52）。
さらに、パーソナルデータをユーザー主導で利用し、
ユーザー行動に応じた番組関連情報を提示するシステム
を検討した（53）。また、IPTVフォーラムにおいて、番組
視聴データを放送局などのサービス事業者が共通で利用
するための「視聴データ記述および利用ガイドライン」
の技術仕様案作成に寄与した。

2018年度には視聴データを視聴者本人の管理のもとで
複数事業者に提供できるパーソナルデータの管理方式の
動向調査や方式検討を進めた。実番組を用いた実証実験
を東京と北海道で行い、アンケートおよびインタビュー
ベースの評価により、行動連携サービスに関する期待や
課題などを抽出した。番組データの構造化やオープン化
の検討も進め、番組情報との連携や、ハイコネ・ライブ
ラリを用いてテレビと連携する機能を組み込んだカレン
ダーアプリを試作し、視聴機会拡大の可能性や行動連携
技術に関する課題を確認した。行動連携技術の研究成果
であるテレビとスマホアプリの連携事例などを、CMT

（Connected Media Tokyo）2018や、IBC2018を 通 じ 国
内外にPRした。

2019年度には、ハイコネの機能（ハイコネ・ライブラ
リ）を組み込んだスマホアプリをテレビと連携させ、視
聴者が放送視聴データを自らのスマホ内やクラウドのス
トレージで蓄積・管理し、詳細な番組内容とあわせて提
示することができるアプリを試作し、技研公開2019で展
示した（図6.20）（54）。同様の方法で蓄積した自身の放送

視聴データを、視聴者の意思で放送以外のサービスと連
携させることで、過去に視聴した番組で紹介された店舗
などの情報に容易にアクセスできるアプリを試作した。
この試作アプリは、CMT2019で展示し、放送視聴デー
タの利活用事例として紹介した。個人ごとに蓄積した放
送視聴データの利活用ユースケースを整理し、視聴者間
でお互いの視聴データは秘匿したまま共通の要素だけを
抽出する仕組みや、放送視聴データの真正性を第三者に
証明する方式について検討を進めた。個人ごとに蓄積し
た放送視聴データを秘匿したまま、視聴の共通要素を共
有することで、個人間のコミュニケーション活性化を図
るプロトタイプを試作し、実現の可能性を確認した（55）。

以上の研究は、苗村昌秀、今泉浩之、上原道宏、藤井
亜里砂、佐野雅規、藤沢 寛、馬場秋継、宮崎 勝、大亦
寿之、黄 珉錫、浦川 真、山村千草、池尾誠哉、平松和
茂、田口周平、関根大輔、佐藤壮一、小川展夢、瀧口 
徹が、主に担当した。

（２）さまざまなサービスと連携した実証実験
ケーブルテレビ事業者の協力のもと、ケーブルテレビ

加入者のうち約60名の被験者にハイコネ対応のケーブル
STB（セットトップボックス）と、ハイコネによるSTB
の選局機能や視聴ログを取得して可視化する機能を搭載
した試作アプリを配布し、実環境において約1 ヶ月ハイ
コネの実用性や視聴データ利活用の効果などを検証し、
Webアンケートによる評価を行った。アプリで取得し
た視聴ログはSTBログと比較し、より個人の趣味嗜好を
顕著に類推できる可能性があることを明らかにした。ま
た、既存のスマホ用カレンダーアプリに、番組データを
用いた放送の視聴予約機能とハイコネによる放送との連
携機能を付加したものを試作し（56）、Webアンケートと
インタビューによるユーザー評価を実施した。見る番組
をスケジュール化することが視聴の促進に有効であるこ
とや、ハイコネによる放送連携機能はユーザーに受け入
れられる可能性が高いことなどを確認できた。そのほか、
ハイコネの機能と、現在位置などのユーザーの状況に合
わせてコンテンツを自動選択して番組を視聴可能とする

図6.19　放送と自動車の連携における視聴情報の活用例  図6.20　放送視聴データの蓄積・提示アプリの試作（技研公開2019）

現在視聴中の番組端末連携

ハイブリッド
キャスト
対応テレビ

最近視聴した
番組リスト

スマホ試作アプリ
（トップ画面）

スマホ試作
アプリ

（番組詳細）

122



メディア統合機能を組み合わせたスマホのコンテンツ
ツーリズム（コンテンツの舞台となる場所などを巡る観
光行動）アプリを試作し（57）、番組視聴と観光行動の相
互作用の促進に有効であることや、上記の各機能につい
てユーザーに受け入れられる可能性が高いことなどを明
らかにした。

以上の研究は、中村直義、藤澤和也、藤井亜里砂、佐
野雅規、藤沢 寛、藤津 智、竹内真也、大亦寿之、山村
千草、池尾誠哉、遠藤大礎、田口周平、関根大輔、佐藤
壮一、小川展夢、瀧口 徹が、主に担当した。

〔藤井　亜里砂〕

6.2.4 ソーシャルサービス “teleda” の研究
（１）「公共の広場」を実現するプラットフォーム

2009年度より継続して、番組視聴をきっかけとした、
人と人、人と社会を結ぶ「公共の広場」の実現を目指し、
動画配信とSNSを基盤とするソーシャルテレビサービス
システムteledaの研究を進めた。2010年度は、一般の
SNS上で、多くの番組に関して書き込みを行い、かつ人
気のあるユーザーをカリスマユーザーとして抽出し、
ユーザーが視聴した番組を、その人とSNS上でつながり
のあるユーザーや、カリスマユーザーの書き込みから推
定し、その番組に関連する放送予定番組を推薦する手法
を提案した。また、コメントデータを表示デバイスに合
わせてリアルタイムに分析・加工する技術を提案し、グ
ラフ化したり漫画風に表示したりするシステムを試作し
た。

さ ら に、NHKネ ッ ト ク ラ ブ の 認 証 機 能 と 連 携 し、
1000人規模のユーザーを対象とした中規模実証実験を実
現した。実験では、視聴行動や書き込みデータの収集を
行い、ソーシャルテレビサービスが、多種多様な番組視
聴のきっかけとなり、視聴者間のコミュニケーションを
活性化する場として有効であることを確認した（58）。

2011年度はツイッターやフェイスブックといった外部
のSNSと連携し、teledaでの書き込みを外部SNSのサイ
トにも反映し、個々のSNSの枠を越えて人と人とのつな
がりをより広められるようにした。また、ユーザーの視
聴履歴や操作履歴、外部のSNSにおける書き込みなどか
らユーザーの嗜好を推定する手法を提案し、各ユーザー
に対してお薦めの番組やユーザーを提示できるようにし
た。さらに、過去に放送された番組だけでなく現在放送
中の番組についてもリアルタイムに感想を共有し合う場
を提供できるようにした。これらの新たな機能を盛り込
んだteledaの実験システムにおいて1000人規模のユー
ザーを対象とし３ヶ月間の実証実験を行い、視聴行動分
析や機能検証を行った（図6.21）。実験により、teleda
が番組を媒介としたコミュニティーを形成し、さまざま

な番組との出会いを促進するサービスとして有効である
ことを確認した（60，61）。

2013年１月に公開されたTV放送開始60年アーカイブ
スポータルサイトには、teledaのエンジンを用いたソー
シャルサービス機能が導入され、番組レビュー作成・閲
覧、個人別のレコメンデーション、ユーザー間のコレク
ション共有といった機能が利用可能となり、実サービス
におけるユーザーの行動分析データも取得可能とした。

以上の研究は、中川俊夫、藤井亜里砂、藤沢 寛、有
安香子、西村 敏、澤井里枝、馬場秋継、望月貴裕、宮
崎 勝、高橋正樹、木村 徹、浜口斉周、大竹 剛が、主に
担当した。

 （２）高齢者クラウドの研究
実証実験により、teledaはシニア層が楽しんで利用で

きるシステムであることが明らかになったため、2011年
度より、シニア層の元気で豊かな生活のために、teleda
を利用したコミュニケーションの活性化と、書き込み内
容からシニア層の経験や知識を抽出して利活用する研究
開発を開始した。teledaの持つ番組提供およびSNSの二
つの機能に絞ったシンプルなインターフェースを備えた
サービスを試作し、千葉県柏市の高齢者コミュニティー
を対象とした実証実験を進めた。この実験により、番組
の映像から直接感じる情報が、その後の幅広い連想と効
率的な回想を引きおこし、コミュニティー形成の良質な
きっかけになることが確認できた。また、コミュニケー
ションの形態については、対面、テレビ会話、teledaの
３種類の実験を行い、teledaのメリットとして、マイ
ペースに利用できる点などが確認できた。また、適切な

図6.21　teleda実験サイト
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番組ラインナップを用意することで、シニア層の経験や
知識をより多く引き出せる可能性を示した（59）。複数の
番組を比較したところ、経験や知識の抽出量が、番組コ
ンテンツにより大きく異なることも明らかになった。

この研究の一部は、（独）科学技術振興機構の委託研
究「高齢者の経験・知識・技能を社会の推進力 とする
ためのICT基盤『高齢者クラウド』の研究開発」を受託
して実施している。  

以上の研究は、苗村昌秀、住吉英樹、藤井亜里砂、佐
野雅規、藤沢 寛、宮崎 勝、三矢茂明が、主に担当した。

〔藤井　亜里砂〕

6.2.5 テレビ視聴ロボット
気軽な会話をしながら親しい人とテレビを視聴するこ

とは、日常的なテレビの楽しみ方の一つである。このよ
うなテレビを楽しく視聴するパートナーとして、人と一
緒にテレビを視聴するコミュニケーションロボットの研
究を2016年度から開始した。

テレビ視聴ロボットは、ロボットの周囲に存在するテ
レビと人を認識し、テレビの映像、音声を情報源として
ロボットの発話や仕草、人との対話を自律的に行うコ
ミュニケーションロボットである。2016年度から2017年
度にかけて、動作実験用のテレビ視聴ロボットと、市販
ロボット（ヴイストン社製コミュー）を用いたテレビ視
聴ロボットを開発した（図6.22）。これらの試作ロボッ
トは、周囲のテレビや人の方向を向いて、「京都に行っ
てみたい」、「ラーメンがおいしそう」など、身振りとと
もにロボット自身の感情を表す発話をする。また、人か
らの音声による命令によりチャンネル切り替えなどを実
行する（62）。2018年度には、（株）KDDI総合研究所との
研究相互協力により、同社の開発した雑談型対話AIを
組み込み、ロボットの発話をきっかけとした雑談対話も
可能とした（63）。

ロボット周囲にあるテレビの位置を自動検出するため、

2016年度にはロボットに搭載したカメラで撮影した周囲
の動画像から検出した輝度差とエッジの特徴量を合わせ
た画像データの重心からテレビの位置を検出する手法を
開発した（64）。2017年度にはロボットに搭載したカメラ
による顔画像検出技術とマイクロフォンアレイによる音
源定位技術を用いた人の位置検出機能を開発した（65）。

ロボットがテレビ番組の視聴中に感情を表す言葉を発
話するため、2016年度から発話生成技術の開発を始めた。
視聴中のテレビ番組の番組情報と字幕情報からキーワー
ドを抽出し、感情を表す言葉（行きたい、見たい、食べ
たいなどの動詞句、大きい、美しいなどの形容詞）を含
むテンプレート文と組み合わせることで発話文を生成す
る（66）。視聴者の聞き覚えのあるフレーズとするため、
テンプレート文には過去の放送番組の字幕文を用いた。
2017年度には、字幕文に含まれるキーワードが、ロボッ
トの辞書に存在しない語彙であっても、辞書に存在する
語彙の中から近い語を予測し、その予測語を元に発話文
を生成するアルゴリズムを開発した（67）。2018年度には、
字幕情報に頼らずテレビ番組画像と音声からキーワード
を抽出するため、商用クラウドサービスのさまざまな画
像処理や音声認識を併用することができるクラウド用イ
ンターフェースを開発した。2019年度には視聴中の番組
に関連する特徴的な画像のキーワードを抽出するため、
ディープラーニングによる画像の顕著性推定手法とオブ
ジェクト検出手法を併用したキーワード検索技術を開発
した（68）。テレビ位置検出技術と統合することで、ロ
ボットに搭載したカメラ画像から、テレビ検出、キー
ワード抽出、発話生成までの一連の自律動作が可能と
なった（図6.23）。

テレビ視聴時における人同士の会話を観察し、ロボッ
トの動作に応用するため、2018年度にはテレビ視聴実験
を実施した（図6.24）。仲の良い2人組に好きな番組を自
由に見てもらい、人のみの場合と、テレビ視聴ロボット
が存在する場合のそれぞれの視聴行動を観察した（69）。

図6.22　テレビ視聴ロボット

スピーカ 赤外線LED

状態表示LED

カメラ 頭部

胴体部マイクロホンアレイ

（a）実験用試作機 （b）市販ロボット（コミュー）による試作機
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実験結果からロボットが振り向いて話しかけることで人
からの回答を得やすくなること、人の発話は自らの感情
を表す言葉の頻度が高いこと、人同士の会話では、質問
や確認の言葉に対して相手の反応が高いことなどの知見
を得た（70-71）。

インターネットに接続したコミュニケーションロボッ
トはIoT機器の一種であり、情報セキュリティへの対応
も求められる。さらに、学習機能を伴う自律的な行動を
するAI（人工知能）を搭載したロボットでは、人に倫
理的な影響を与える可能性もある。そこで、情報セキュ
リティ対策や人的影響への対策を考慮した開発ガイドラ
インの検討を行った。2017年度は、国内外のロボットや
AIのガイドライン策定の動向を調査し、テレビ視聴ロ
ボットを1つの実例としてその論点を整理した（72）。2019
年度にはテレビ視聴ロボットに搭載したクラウド用イン
ターフェースの個人情報・プライバシーの保護を目的と
したセキュリティ対策を実施した（73）。

コミュニケーションロボットが、一般にどの程度認知
されて、接触されているかを把握するために、2018年度
にはアンケート調査を実施した。その結果、86%の人が
ロボットは人をサポートするものと考えていること、実
際のロボットに接触する機会が少ないこと、年代が上が
るにつれ人型の形状を求める傾向があることなどが分
かった（74-76）。2019年度には市販のコミュニケーション
ロボットを日常的に利活用している人を対象としたアン
ケート調査を行った。この調査により、身近なロボット
の存在により生活が豊かになり、日常生活が変化したと
感じるなど、利用者の半数以上がポジティブな印象を
持っていること、安心できるプライバシー保護対策が求
められていることなどが明らかとなった。

以上の研究は、上原道宏、山本正男、金子 豊、村﨑
康博、星 祐太、萩尾勇太、上村真利奈が、主に担当し
た。

〔金子　豊〕

6.3 メディア基盤
6.3.1 分散サーバー放送システム

放送番組、番組素材、番組関連データなどを永続的に
蓄積し、ネットワークを介してさまざまなサービスに柔
軟な提供をする放送システムの開発を目指し、2010年度
から分散サーバー放送システムの研究を開始した。また、
2013年度からは、分散サーバー放送システムを利用した
将来のサービスとして、チャンネルをザッピングするよ
うに、過去の大量の放送番組をチャンネル選択のように
時間方向にザッピングしながら自由気ままに番組を選択
して視聴できるタイムザッピングサービスの研究を行っ
た。

永続的に大量の放送コンテンツを蓄積する方式として、
集中管理機構を持たず、必要に応じて容量を拡張可能な
スケールアウト型の分散ファイルシステムの開発を行っ
た（77）。2010年度にはマルチレコード構造のファイル管
理機構により、映像や音声、テキストなど、分散して蓄
積されているファイルの管理に、放送時刻を一意なID
として利用する保管方式を開発した（78）。放送時刻を利
用することで、分散保管された複数のコンテンツは、共
通の時間軸上のフレーム単位のデータとなるため、映像、
音声、字幕テキストなどの異なるファイルを容易に同期
して利用できる（79）（図6.25）。続いて、ファイル管理に
利用している分散ハッシュテーブルについて、ファイル
を蓄積する各ノードが管理するデータ数を均等化するア
ルゴリズムを改善し、管理テーブルサイズの効率化も
行った（80）。2013年度には出演者名などのタグを放送時
刻に関連付けて管理できる、分散ファイルシステム内包
のデータベースを開発した（81）。タイムザッピングサー
ビスにおけるザッピング速度を改善するため、タグの検
索速度の高速化も行った（82）。

ネットワークに接続したファイル処理サーバーを必要
に応じて柔軟に増やすことで、映像処理を並列化して安
定な高速処理を実現するクラウド型コンテンツ処理シス
テムの開発も行った。2010年度には、処理プロセス毎の

図6.23　テレビ画像からのキーワード検出
（左上：テレビ画面検出、右：検出したテレビ画面内からのオブジェクト
検出結果、左下：検出キーワード）

図6.24　テレビ視聴ロボットを使ったテレビ視聴実験
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転送速度を調整することで処理速度を保証できる方式を
開発した（83）。2012年度にはCPUの性能差や負荷変動が
あるヘテロジーニアスなサーバー環境であっても、処理
速度を保証可能な分散映像処理手法を開発した（84）。
2013年度にはプロセス内部のキューの状態から、並列処
理のボトルネックとなる部分を特定し、処理フローごと
のデータ転送量と転送経路を制御することで、輻輳のボ
トルネックを解消する方式を開発した（85）（図6.26）。転
送経路の制御にはネットワークの仮想化技術として標準
化されたOpenFlowを用いた。

2014年度からはユーザーが利用する視聴アプリケー
ションをサーバー側で動作させることによって、視聴端
末の処理性能に依存しないクラウド型視聴システムの開
発を行った（86）。従来、視聴端末で行っていた処理をク
ラウド上のサーバーで行い、視聴端末側は映像と音声の
みを再生する仕様のため、あまり処理性能の高くない安
価な端末でもさまざまな番組閲覧用のソフトウェアを端
末にインストールすることなく利用できる。2015年度に
は商用クラウドを利用した実装性能評価を行い、ローカ
ル環境と同等の性能が得られることを確認した（87）。

クラウド型コンテンツ処理システムの前身であるフレ
キシブル制作システムの学術成果を応用することで、放
送機器や映像関連分野の研究開発にも貢献した。2012年
度には、同分野の外部コミュニティの開発者らにもプロ
グラムの改良を重ねられるように、ソースコードを含め
た全プログラムをNHKのホームページ上に公開した（88）。
公開されたフレキシブル制作システムは、ウェブブラウ
ザーが動作する端末があれば、バックエンドに存在する

すべての素材と処理機能を利用して番組編集を行えるク
ラウド型の番組編集システムである（89）。

大量の過去の番組を効率的に視聴者に配信するコンテ
ンツ配信技術として、番組ファイルのキャッシュ配信シ
ステムの研究も進めた。2011年度には視聴者が番組単位
ではなく放送時刻で視聴コンテンツを選択視聴できるよ
うにするため、短い時間間隔に分割した番組ファイルを
エッジサーバー間で協調保存するキャッシュ置換方式を
開発した（90）。また、複数の配信サーバーが互いに異な
る時刻のキャッシュを保管する方式と、要求された時刻
近傍の検索を行うことで長期間のザッピングに対応でき
る方式を提案し、シミュレーション実験による有効性を
確認した（91）。

タイムザッピングサービスの視聴評価も行った。2012
年度からザッピング視聴プレーヤーの開発を行った（92）。
ザッピング視聴プレーヤーでは、時間およびキーワード
のタグにより、時間方向にザッピングしながら分散ファ
イルシステムに保管された過去数年分のテレビ番組を視
聴できる（図6.27）。2013年度には、時間によるザッピ
ングによるアクセスパターンなどの操作行動を調査する
ため評価実験を行った（93）。2014年度にはキーワードの
タグを用いたザッピング視聴の評価実験を実施し、視聴
者がこれまでに見たことない番組に出会い、その番組の
視聴が促進されることを確認した（94）。2015年度には、
見たいと思う番組をどのように発見するかを評価する視
聴実験を実施し、短い時間でかつ少ないザッピング数で
多くの見たいと思う番組を発見できることを確認し
た（95）。また、実験データからザッピングの視聴行動モ

図6.25　分散ファイルシステム
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デルを構築した（96）。
以上の研究は、和泉吉則、苗村昌秀、砂崎俊二、金子

豊、竹内真也、黄 民錫、平松和茂が、主に担当した。
〔金子　豊〕

6.3.2 メディア統合プラットフォームの研究
テレビ番組が放送やインターネットなどさまざまなメ

ディアで配信されるとともに、スマホ（スマートフォ
ン）、タブレットなど各種モバイル端末でも視聴可能に
なり、番組視聴方法の多様化が一気に進んだ。これによ
り、視聴者の状況に合った適切なメディアや配信元を自
動選択して番組を表示することが必要と考え「メディア
統合プラットフォーム」の研究を2016年度より開始した。
メディア統合プラットフォームは各メディアでの番組配
信状況を把握管理するサーバーと端末側で適切なメディ
アを自動選択するメディア統合エンジンから構成される。

2016年度の技研公開では、メディア統合エンジンを実
装した試作端末（97）を用いて、自宅や屋外などさまざま
な状況に応じて適切な番組取得手段が選択され、番組を

視聴できる様子を展示した（図6.28）。メディア統合プ
ラットフォームの実現に向けた取り組みとして、配信メ
ディアによらずにコンテンツを指定できるリンク記述法
の検討や放送・通信受信状況測定端末による測定実験を
行った（98）。メディア統合プラットフォームにより放送
とインターネットを適切に使い分けることで、サービス
時間率の改善や、通信データ量の大幅な削減が可能と
なった（99）。

2017年度には、メディア統合エンジンと、その動作に
必要となるソフトウェアコンポーネントを、携帯電話事
業者と連携して市販のスマホに試験的に実装し、ユー
ザー評価実験で方式の有効性を確認した（100）。また、配
信メディアによらないコンテンツのリンク記述法や複数
のサーバーや事業者が連携してリンクで示された番組の
配信情報を応答するシステムを設計し検証も行った（101）。

2018年度は、現実的な配信環境に即した効率的な視聴
番組の選択を実現し、かつ、視聴者のより多様な視聴意
向に対応するシステムの開発を進めた。複数の視聴機器
が連携して番組を視聴可能とするシステム（102）、および
番組本編に加え番組関連情報も選択可能とするシステム
を試作し（103）、評価実験により、その有効性を確認し
た（104-105）。

これらの研究は加井謙二郎、藤澤和也、上原道宏、武

図6.26　クラウド型コンテンツ処理システム
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図6.27　タイムザッピングサービスの番組視聴プレーヤー

タグ（キーワード）によるザッピング
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図6.28　メディア統合プラットフォーム試作端末の動作例
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智 秀、藤沢 寛、松村欣司、竹内真也、大西正芳、神戸
喬輔、広中悠樹、遠藤大礎、平松和茂、田口周平が、主
に担当した。

〔藤津　智、山本　正男〕

6.3.3 スマート社会に向けたメディア基盤の研究
2019年度からは、メディア統合プラットフォームを引

き継ぐ形で、あらゆるものがインターネットに接続され
るスマート社会の到来に備えたメディア基盤の研究を開
始した。このメディア基盤の研究の目的は、放送局のコ
ンテンツを伝送路に依存することなく、さまざまなデバ
イスや視聴者の状況に適した形式であまねく環境に届け
ることである。

放送と多様なサービスの連携を実現するために、コン
テンツを起点としてIoT（Internet of Things）デバイス
を制御するコンテンツオリエンテッドIoTの開発を行っ
た（106）。2019年度は、番組の内容を周囲の多様なIoTデ
バイスを用いて、各々のデバイスの特徴に応じた手段で
ユーザーに提示する試作システムを技研公開で展示した

（図6.29）。また、コンテンツとIoTデバイスの連携に必
要なさまざまな外部プラットフォームとの接続性を見据
え、IoT機器の相互接続の国際標準仕様を検討している
WoT IG（W3C Web of Things Interest Group）に参加
し、W3C TPAC 2019で実施された相互接続テストWoT 
Plugfestにおいて提案シナリオに基づくデモを展示した。

また、放送局が提供する動画サービスを、放送／ネッ
トの伝送路の違いを意識せず、視聴者がテレビで簡単に
利用できる動画提供基盤の研究を進めた。2019年の技研
公開では試作システムを展示し、放送局による将来の動
画配信サービスの利便性向上の可能性を示した。また、
ハイブリッドキャストサービスとして、放送信号と独立
して動作し、かつ放送の映像や音声などのリソースへの
アクセスも可能な、「放送独立型マネージドアプリ」を
提案した（107）。さらに、動画の時刻に応じて付与できる
イベント情報、MTE（Media Timed Event）に着目し、
放送事業者の想定する放送サービスに準ずるユースケー

スに適用する際の課題を明らかにした。このうち、動画
配信を視聴中の災害時の速報やニュースなど緊急時のイ
ベント通知を想定したシステムを試作し、W3C TPAC 
2019にてデモするとともに、機能検証によりサービスの
実用性を確認した（108-109）。

視聴者がスマホやIoT機器を起点としてテレビ受信機
のハイブリッドキャストアプリと連携する端末連携機能
ハイコネ（ハイブリッドキャストコネクト）の開発も進
めた。受信機、クライアント、サーバー等の相互接続性
を確認するツールを開発したほか、サービス提供者の開
発を容易にするためのクライアント用SDK（ソフトウェ
ア開発キット）、サンプルアプリ、 連携端末通信プロト
コル機能エミュレーターをOSS（オープンソースソフト
ウェア）として公開した。

ネットサービス向けコンテンツ制作のため、さまざま
なメディア処理をクラウドで連携させるEBU（European 
Broadcasting Union）技術プロジェクトMCMA（Media 
Cloud and Microservice Architecture）において標準化
活動に参画した（110）。MCMA試作システムの開発を行い、
技研公開でさまざまなメタデータを効率的に生成するデ
モ展示も行った。

教育分野では、学習の個別最適化が注目を集めており、
放送コンテンツを活用する検討を開始した。番組に付随
するメタデータからコンテンツ同士の関連性を自動推定
する研究を進め、単語間の関連性をRDFで構造化した
メタデータ連携基盤を提案した（111）。

また、HTML5をベースとする、国内のハイブリッド
キャスト仕様と欧州のHbbTV2仕様の両者で同じ動作を
実現するアプリケーション作成システムの研究を進め、
技研公開やIBC2019、SET EXPOでの展示を行い、国際
的なサービス拡大についての検討を進めた。

これらの研究は、中村直義、藤井亜里砂、藤沢 寛、
藤津 智、大亦寿之、池尾誠哉、山村千草、広中悠樹、
遠藤大礎、田口周平、関根大輔、佐藤壮一、阿部晋也、
小川展夢、瀧口 徹が、主に担当した。

〔藤津　智、山本　正男〕

6.4 IP配信アプリケーション技術
6.4.1 P2Pライブ配信技術

インターネットを利用して大規模なライブストリーミ
ングを安定かつ低廉に行う、P2P（ピア・ツー・ピア）
技術によるライブ配信技術の研究開発を2010年度から
行った。

開発した技術は、複数の端末をメッシュ状に接続する
方式で、経路途中の端末が視聴を終了しても他の端末か
らデータを受信できるようにすることで中継断への耐性
を高めている。また、より広い送信帯域を持つ端末ほど図6.29　コンテンツオリエンテッドIoTのデモ展示
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配信サーバーの近くに接続するように、各々の端末が自
律的に中継ネットワークを組み替えることにより大規模
かつ安定な配信を実現する。

2010年度には、同方式のシミュレーション評価（112-113）

に加え、上記の機能を実装した配信システムを試作し、
技研公開2010の講演・研究発表やNHK全国学校音楽コ
ンクールの四国ブロック大会のライブ中継を実施し
た（114-115）。

2011年度には、端末間の接続・切断アルゴリズムの安
定性をシミュレーションで評価した（116）。また、スト
リームに階層化の概念を導入し、低階層のみを受信して
も、視聴を継続できるようにした。さらにクラウドサー
ビスを利用し、配信サーバーをアクセス数に応じて柔軟
に増減する仕組みを導入した。本システムにより全国高
等専門学校ロボットコンテストの地区大会のライブ中継
を実施した（117）。

2012年度には、コンテンツ保護機能や配信範囲の限定
機能などを追加実装した実験システム（図6.30）を開発
し、ロンドン五輪においてライブストリーミング実験を
実施した（118-119）。この実験では、ロンドン五輪の期間中
にテレビやラジオで生中継されない一部競技の映像を、
一般視聴者に延べ270時間にわたり配信した。期間中の
総接続数は30万件に達し、本システムの実用性の高さを
フィールドで実証した。また、配信サーバーから全視聴
端末に個別にストリーム配信を行う場合と比較して、配
信サーバーの負荷を約80%削減し、配信コストの削減に
も有効であることを確認した（120）。

さらに2013年度には、P2P配信とCDN（Content 
Delivery Network）配信を連携し、双方のシームレス
な乗換え機能や、P2P配信に非対応な端末でも、P2P対

応端末からライブ映像を受信できる機能を追加した
P2P-CDN連携ライブ配信技術を開発した（121）。

この研究は、山本 真、遠藤洋介、青木勝典、中川俊
夫、石川清彦、西村 敏、木村 徹、黒住正顕、小山智史、
田中 壮が主に担当した。

〔西村　敏〕

6.4.2 動画配信の安定化技術
インターネット動画の大規模配信に対応するため、ハ

イブリッドキャスト対応テレビ受信機、パソコン、ス
マートフォンなど各種端末に向けた安定配信技術の研究
として、動画の受信状況に基づく配信経路制御技術や動
画ストリーム生成技術の研究開発を2014年度から行った。

動画の受信状況に基づく配信経路制御技術については、
2014年度に、MPEG-DASH（MPEG Dynamic Adaptive 
Streaming over HTTP）仕様に準拠し、動画視聴端末
に接続された回線の通信速度などの受信状況を計測する
機能を備えた動画視聴プレーヤーを開発した。2015年度
には、視聴端末ごとにきめ細かく配信経路を制御する技
術として、配信サーバー側で集約した各視聴端末側の受
信状況を基に配信経路を指定し、各視聴端末側のプレー
ヤーが指定された配信経路に切り替えを行う手法を開発
した。2016年度には、試作システムを商用クラウドに実
装して配信経路制御技術の動作検証を行い、視聴品質の
低下を抑制できることを確認した（122）（図6.31）。

また2019年度には、動画の受信状況に加え、視聴者の
画面からの距離や顔の向きなどの視聴状況を考慮して動
画品質を制御することにより、過剰な通信トラフィック
を抑制し、安定視聴を可能とする伝送レート制御手法を
開発した（123）。さらに、大容量コンテンツの効率的配信

図6.30　P2Pライブ配信実験システム
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に向けて、FEC（Forward Error Correction）と端末間
パケット補完を組み合わせた高信頼なIP マルチキャス
トダウンロード方式も開発した（124）。

動画ストリーム生成技術については、2014年度に、汎
用的な分散処理基盤を用いて、放送用の映像ファイルか
ら配信用の動画ストリームを生成する際の基礎的なデー
タを取得し、動画の分散処理性能を評価した（125）。2015
年度には、評価結果を基に複数の分散処理サーバーによ
り動画データの分割・並列処理が可能なMPEG-DASH
配信システムを試作した（126）。また、分散処理サーバー
のメモリサイズと動画の分割サイズとを一致させること
で、サーバー間通信の負荷を削減する手法も開発し
た（127）。さらに、配信サーバーの送出容量と接続する視
聴端末数に応じて伝送レートをリアルタイムに制御する
ことで、接続された全視聴端末への安定配信を可能とす
る手法を開発した（128）。2016年度には、本手法をライブ
映像入力に対応させたライブ配信システムをクラウド
サーバー環境で試作して動作検証を行い、ライブ映像の
視聴端末数が増加しても安定した品質で視聴可能である
ことを確認した（129）。

この研究は、遠藤洋介、山本正男、小田周平、西村 
敏、黒住正顕、田中 壮、福留大貴、西出彩花が主に担
当した。

〔西村　敏〕

6.4.3 複数伝送路を利用した動画配信制御技術
スタジアムなどのユーザーが密集する空間における安

定かつ高品質なネット動画配信の実現に向けて、複数の
伝送路を利用したモバイル向け動画配信技術の研究開発
を2015年度から行った。

2015年度には、モバイル回線網の通信トラフィックを
他の伝送路に振り替えるトラフィックオフロードの一手
段として、基地局を介さずに端末間で直接通信を行う
D2D（Device-to-Device）通信を利用する配信技術を開
発した。端末同士で近距離無線による配信経路（D2D

パス）を構築し、モバイル通信経由で動画データを受信
するマスタ端末が、受信した動画データをD2Dパス経
由でスレーブ端末へ転送することで、モバイル回線網経
由の通信総量を低減できることを示した（130）。2016年度
には、マスタ端末とスレーブ端末を一定周期で切り替え
ることで、モバイル回線網の通信トラフィックの偏りを
低減し、全端末ともに通信トラフィックを低減する手法
を開発した（131）。2017年度には、各端末のモバイル回線
速度を計測し、高速な端末をマスタ端末に選出すること
により、全端末の視聴品質を向上する手法を開発し
た（132）。

2019年度には、さらに発展した方式として、ネット
ワーク機器の制御機能とデータ伝送機能を分離する
SDN（Software Defined Network）の概念を一端末が
複数伝送路を利用するケースに拡張し、ソフトウェアに
よる柔軟な制御を可能とする配信アーキテクチャを開発
した。モバイル端末が備える複数の伝送路の中から、高
信頼に認証可能な伝送路を制御信号の通信に、大容量通
信が可能な伝送路をコンテンツ配信に利用することでセ
キュアかつ高安定な動画配信を可能とする。制御信号の
通信にLTE網のsXGP（shared eXtended Global Platform）
を、コンテンツ配信にWi-Fi を、D2D通信にBluetooth
を利用する配信システムを開発し、制御信号により各端
末の配信経路を制御できることを確認した（133）。また、
同一コンテンツの安定かつ効率的な配信に向けて、コン
テンツをマルチキャストにより一斉配信し、損失パケッ
トをD2D通信により相互補完する手法にも本システム
を適用し、スマートフォンによる動作検証を行った（図
6.32）（134）。さらにD2D通信の補完効果を高めるため、
各端末のパケットロスパターンの類似度を基に端末ペア
を決定する手法を開発した（135）。

この研究は、遠藤洋介、山本正男、西村 敏、田中 壮、

図6.32　試作システムの構成
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関口頌一朗、森 翔平が主に担当した。
〔西村　敏〕

6.4.4 動画配信の高レスポンス化技術
ネット動画配信の安定化とスムーズな視聴操作を実現

する高レスポンス配信技術の研究開発を2017年度から
行った。

2017年度には、モバイル向け動画配信における再生開
始までの待ち時間や動画の切り替え時間を短縮する手法
として、ネットワークスライス（所要帯域などサービス
要件に合わせて構築された仮想ネットワーク）の動的選
択による高レスポンス配信技術を開発した。

開発した技術は、超低遅延だが同時接続数が少ない高
速スライスと、ある程度遅延を許容して同時接続数を多
くできる通常スライスを用意し、視聴操作直後のユー
ザーのみ高速スライスを経由して高速にバッファリング
させる。再生が開始されたら、通常スライスを経由して
データを受信させる。2018年度には、ネットワークス
ライスをエミュレートした実験設備を用いた動作検証
により高レスポンス化に有効であることを示した（図
6.33）（136）。また、個々の端末の受信状況に応じて、高
速スライス上の配信サーバーの配信優先度を制御する手
法を開発し、視聴安定性を向上できることも確認し
た（137）。さらに、端末が接続するスライスや取得する動
画品質を深層強化学習により決定する手法を開発し
た（138）。

2017年度には、もう一つの手法として、制限速度を超
える通信パケットを意図的に遅延させて通信速度を平滑
化するシェーピング機能の適用・非適用を動的に切り替
える高レスポンス配信技術を開発した。開発した技術は、
視聴端末の通信にシェーピングをかけて視聴品質を安定
させる一方で、ユーザーが視聴操作を行った視聴端末に
対しては、一時的にシェーピングを解除して高速にバッ
ファリングさせる。本方式をトラフィック制御装置と視
聴プレーヤーに実装して動作検証を行い、視聴品質の低
下なくレスポンス時間を短縮できることを確認した（139）。

この研究は、山本正男、西村 敏、黒住正顕、田中 壮、

関口頌一朗、福留大貴が主に担当した。
〔西村　敏〕

6.4.5 インタラクティブ視聴技術
新たなユーザー体験の提供に向けて、8K映像や多視

点映像など、多彩な映像素材の特性を生かし、見たい
シーンをスムーズに選択して高品質に視聴可能なインタ
ラクティブ視聴技術の研究開発を2016年度から行った。

2016年度には、多視点ロボットカメラの映像を、PC
やスマホのウェブブラウザーでスムーズに視点を切り替
えながら視聴できる多視点ストリーミング技術を開発し
た。各視点の高画質なカメラ映像に加え、全視点の映像
をタイル状に配置した視点選択用の映像をMPEG-
DASH形式で配信し、視聴者の操作に応じて２種類の映
像を切り替えて使用することで、効率的な配信とスムー
ズな視点切り替えを可能とする配信システムを試作した。
2017年度には、ライブ映像対応機能を追加した（140）（図
6.34）。

2018 年度には、一つの映像ストリームに対して言語
や背景音の音量バランス等が異なる複数種類の音声スト
リームを配信側でMPEG-DASH形式で生成し、ユー
ザー操作で選択されたストリームのみを配信することで、
好みに応じた音声にスムーズに切り替えながら視聴でき
る配信システムを試作した（141）。

2019年度には、8K映像を活用し、スマートフォン等

図6.33　ネットワークスライスの動的選択のシステム構成
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2Kディスプレイの視聴端末において、ピンチアウトや
スワイプなどの画面タッチ操作によってユーザーが自由
に注視点をズームイン（拡大）・移動しながらも、高品
質かつ高レスポンスで視聴できる8Kズーム視聴技術を
開発した（図6.35）。8K解像度の元素材から縮小率や切
り出し位置の異なる複数の2K画素数のストリームを生
成し、ユーザーの視聴操作に応じて画面構成に適したス
トリームのみを配信することで、伝送容量を抑えて高解
像度なズームインを可能とする配信システムを試作し
た（142）。

また、テレビ受信機向けとして、2016年度から、高度
な映像処理が必要な360度映像などのコンテンツを、テ
レビで視聴可能とするためのサーバーサイドレンダリン
グ技術の開発も行っている。2017年度には、リモコン操
作に応じた映像処理をクラウド上の描画サーバーで実行
し、WebRTC（Web Real-Time Communication）技術
により低遅延でテレビに伝送することで、インタラク
ティブな視聴を可能とする配信システムを試作した（143）。
2018年度には、商用クラウド上に本システムを実装し、
実用性を検証した（144）。2019年度には、手話や複数視点
映像などのネット経由の番組連動動画を静止画アニメー
ションに変換し、テレビ受信機の放送画面に受信機側で
簡易にピクチャーインピクチャー表示する手法を開発し
た（145）。

この研究は、藤澤和也、山本正男、松村欣司、西村 
敏、黒住正顕、大西正芳、関口頌一朗、森 翔平が主に
担当した。

〔西村　敏〕

6.5 情報セキュリティ技術
6.5.1 放送通信連携サービスのためのセキュリティ技術

放送と通信が併存するハイブリッドキャストの環境に
おいて、安全・安心なコンテンツ提供を実現するためハ
イブリッドキャストアプリケーション認証技術の研究を
進めた。ハイブリッドキャストでは、通信アプリケー
ションが受信機機能や放送リソースを利用するための専
用API（Application Programming Interface）を受信機
に備えている。各種通信アプリケーションが、自由に専

用APIを利用できることは、セキュリティ上のリスクと
なる。そこで、2011年度には、ハイブリッドキャスト受
信機における視聴者情報や放送コンテンツの保護を目的
として、アプリケーション認証に基づく属性や視聴者の
意向に応じたAPIのアクセス制御方式を開発した。2012
年度には、前記の提示制御方式と正当なアプリケーショ
ンであることを保証する認証方式を受信機メーカーによ
るハイブリッドキャスト試作受信機に実装した（146）。

2010年度～ 2012年度にかけて、ハイブリッドキャス
トアプリケーションを配信する際に、アプリケーション
開発者もしくは配信者の正当性を確認し、アプリケー
ションが改ざんされていないことを検証するアプリケー
ション認証方式の開発を進めた。2010年度から、アプリ
ケーション認証を実現するための署名方式を開発し
た（147-149）。本方式では、署名を検証する受信機内の検証
鍵１つで複数の署名を検証することができ、検証鍵の
データ量を削減できる。また、アプリケーション開発者
などが保有する個々の署名鍵を、通信路を用いて安全か
つ効率的に更新可能である。アプリケーション開発者が
サービスから撤退した場合などには、容易に鍵を無効化
できる。2011年度には、ソーシャルテレビシステム

「teleda」において、番組に関するレビューやコメント
などの書き込みに対する信頼性を保証するため、前記の
署名方式を応用したプロバイダ認証機能を付与したス
マートフォン用アプリケーションを開発し、実用的な処
理時間で認証できることを確認した。2012年度には、ハ
イブリッドキャストのセキュリティ管理検証システムに
組み込むためのアプリケーション認証プログラムのソフ
トウェアライブラリー化や秘密鍵更新機能などの開発を
進めた。

以上の研究は、井上友幸、真島恵吾、遠藤洋介、小川
一人、武智 秀、藤井亜里砂、松村欣司、大槻一博、大
竹 剛、大亦寿之、広中悠樹が主に担当した。

〔大竹　剛〕

6.5.2 アクセス制御技術
（１） ダウンローダブルCAS技術

より安全で確実なアクセス制御と著作権保護を実現す

図6.35　8Kズーム視聴技術の概念図
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るために、鍵関連情報の処理機能や暗号アルゴリズムな
どのセキュリティ機能を放送波や通信路で更新可能なダ
ウンローダブルCAS（Conditional Access System）の
研究を進めた。

2010年度には、現行のデジタル放送で運用できるダウ
ンローダブルCASシステムの詳細設計を進め、ダウン
ローダブルCASのモジュールを受信機のシステムLSIに
実装することを想定して、課題の洗い出しと基礎検討を
進めた。2011年度には、ダウンローダブルCAS技術が
従来の放送システムに適用できることを実証するため、
プログラムできるハードウェアであるFPGAを用いたダ
ウ ン ロ ー ダ ブ ルCAS対 応 受 信 機 を 開 発 し た。 ま た、
ハードウェア仕様に依存しない技術を実現するため、
CAS機能を中間言語ソフトウェアで記述してシステム
LSI内部で動作させる仕組みも開発した（150）。2012年度
には、ダウンローダブルCAS技術の通信機能を拡張し、
CASとDRM（Digital Rights Management）を相互接続
できる認証連携技術を開発した。

（２） 新4K/8K衛星放送用CAS技術
2013年度～ 2016年度にかけて、新4K/8K衛星放送に

おけるコンテンツの権利保護とアクセス制御を実現する
CASの研究を進めた。本研究では、高度な秘匿性を有
するスクランブル方式を採用するとともに、CASモ
ジュール内のソフトウェアの更新によりセキュリティを
継続的に維持改善可能なことなどを特長とする。

2014年度には、ARIB STD-B61準拠のMMT（MPEG 
Media Transport）対応スクランブル装置（図6.36）も
開発した（151）。本装置は、ハードウェア化により、大容
量の8K信号をリアルタイムにスクランブル（暗号化）
することが可能である。2015年度には、契約関連の情報
を通信でも伝送し、受信機がHTML5ブラウザを経由し
て契約情報などを取得できるようにするためのAPIを開

発した。また、ARIB STD-B61準拠のMMT対応スクラ
ンブル装置を用いて8K衛星放送実験を行い、受信した
90Mbps程度（実測値）のMMTストリームを１（msec）
以下の遅延でリアルタイム処理できることを確認し
た（152）。

（３） スクランブル方式更新技術
スクランブル方式の安全性維持のため、使用される暗

号方式の更新方法の研究を進めた。暗号方式の更新は、
過渡期において新旧の受信機向けに、暗号方式を更新す
るために必要なデータの伝送容量をなるべく増加させな
いことが重要である。2013年度には、既存の受信機でも
新たな受信機でも更新データの伝送容量がほとんど増加
せず、放送受信に影響しない暗号方式の更新方法を開発
した。2015年度には、本更新方法について、フル画面で
は映像再生できないものの部分的に再生できてしまう海
賊版受信機に対しての安全性評価を行い、実用上問題な
いレベルであることを証明した（153-155）。2017年度には、
映像の一部だけを復元する攻撃に対する安全性評価を行
い、実用的な安全性を持つことも証明した（156）。

以上の研究は、井上友幸、真島恵吾、遠藤洋介、小川
一人、上原道宏、西本友成、大竹 剛、川喜田裕之、山
村千草が主に担当した。

〔大竹　剛〕

6.5.3 暗号・認証技術
（１）放送型暗号

通信路経由で配信するコンテンツを保護する暗号化方
式の１つである放送型暗号方式の研究を進めた。

2010年度には、複数のコンテンツプロバイダがマルチ
キャストでコンテンツ配信する際に、一つの公開鍵でコ
ンテンツを暗号化して配信し、受信機側の持つそれぞれ
異なる秘密鍵で復号できる放送型暗号方式を開発し
た（157-158）。現行のデジタル放送同様のCAS機能として、
個別視聴者宛てに受信機へメッセージを効率的に配信す
る機能を本暗号方式においても付加した。2011年度には、
番組開始に合わせて起動するアプリケーションへの実装
を想定し、放送型暗号方式の課題を整理した。2012年度
には、個別メッセージ付き放送型暗号方式をPC上に実
装し、復号速度や使用メモリー容量などを評価し、実装
上の課題を明らかにした。

これらの研究の一部は、（独）産業技術総合研究所と
の共同研究により実施した。

（２）属性ベース暗号
利用者の属性を暗号文の復号に利用できる属性ベース

暗号方式の研究を進めた。図6.36　ARIB STD-B61準拠MMT対応スクランブル装置
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2012年度には、属性の一部をワイルドカードに指定す
ることにより任意の属性値で復号でき、かつ処理負荷の
軽い方式を開発した（159-161）。2013年度には、属性の範囲
を指定することで、暗号文や秘密鍵のサイズを小さくす
ることを可能とした（162-164）。2014年度には、視聴者の情
報をクラウド上で安全に管理し利活用するため、サービ
ス事業者の信頼度や、ユーザー評価などの属性に基づい
た開示条件を視聴者自身が設定して暗号化し、条件を満
たす事業者のみが復号できる属性ベース暗号を用いたプ
ライバシー保護システムを開発した（165-166）。2015年度～
2016年度には、視聴者端末の負荷を抑えるため、暗号化
処理の一部をクラウドサーバーで安全に実行可能とする
機能を開発した（167-170）。2016年度～ 2017年度には、事
業者に必要最小限のデータ閲覧を許可するため、クラウ
ド上で暗号化したままデータ検索を行い、検索条件に適
合するデータのみを事業者に受け渡す検索可能暗号シス
テムも開発した（171-173）。

これらの研究の一部は、（独）産業技術総合研究所と
の共同研究により実施した。

（３）不正利用者追跡暗号
受信機に装備される復号鍵の不正コピーを防ぐ対策と

して、不正コピーされた復号鍵を持つ受信機を特定でき
る暗号の研究を進めた。

2010年度には、視聴者の受信機から秘密鍵が流出した
際に、流出元の受信機を特定することが可能な不正利用
者追跡暗号方式を開発した（174）。本方式は既存の方式と
比べ、公開鍵・秘密鍵・暗号文のデータサイズが小さく、
かつ安全性が高いことが特長である。2013年度には、不
正利用者追跡暗号方式の運用方法を開発した（175）。なお、
不正コピーして使われた復号鍵を特定するためには、各
受信機で異なる復号鍵を持ち、復号鍵に対応する海賊版
受信機をテストすることによりその鍵を割り出す必要が
ある。しかし、海賊版受信機はテストの実施と認識して
しまうと、受信機の動作を止めて特定できないようにす
るなどテストを妨害することが可能になる。テスト妨害
の対策として、2015年度～ 2016年度には、実サービス
とテストを区別できなくするコンテンツ配信方法を開発
することで特定を可能とした（176-177）。

以上の研究は、（独）産業技術総合研究所との共同研
究により実施した。

（４）デジタル署名の安全性強化
デジタル署名の安全性強化の研究を進めた。2016 ～

2017年度には、数学的に難解とされている計算量的
Diffie-Hellman問題をベースに、署名長が短く、かつ高
い安全性を有する署名方式を開発した（178-179）。2019年度

には、本方式を実利用可能とするために必要となる付帯
部分を開発し、署名方式を改良した（180）。具体的には、
署名を付与するメッセージをランダム化し、署名の演算
が可能となる範囲に変換する関数を組み込んだ方式を開
発した。さらに、この変換関数の挿入に伴い安全性証明
を見直すことで、実利用可能で高い安全性を持つ署名方
式にした。

（５）耐量子コンピュータ用暗号・認証アルゴリズム
今後量子コンピュータが実用化された場合においても

安全性を維持することが可能な暗号・認証アルゴリズム
の研究を進めた。

2018年度には、秘密鍵を生成するためのハッシュ関数
と、データの暗号化のための共通鍵暗号に対し、暗号化
されるデータから秘密分散と呼ばれる手法により生成さ
れる複数の分割データ（シェア）を複数の計算機へ入力
し、それぞれの計算機で独立に計算した結果をまとめる
ことで一つの暗号文を出力する、マルチパーティ計算方
式を開発した。本方式は、個々のシェアからは元のデー
タを復元できないことが情報理論的に証明されており、
量子コンピュータによる攻撃にも耐性を有する。本方式
を応用し現行の放送システムを拡張した放送用秘密鍵持
ち歩きシステムを開発した（181-182）。量子コンピュータが
実用化された場合の個人情報保護方式として利用できる。

2019年度には、量子コンピュータであっても難解な
「環上の格子問題」を安全性の根拠とする耐量子署名方
式を開発した（183）。本方式は署名サイズが小さく、安全
性が既存方式よりも強い。また、パラメータを一つ変更
するだけで、検証鍵サイズが大きいが安全性を強化した
バージョンと、安全性は若干劣るが検証鍵サイズが小さ
いバージョンの２種類が可能であり、用途に応じて選択
できるようにした。

以上の研究は、東京大学との共同研究により実施した。

（６）暗号・認証技術の応用
さまざまな家電などのIoT（Internet of Things）機器

がインターネットに接続される際に、安全で確実な情報
伝達ができる共通鍵暗号の研究を進めた。2016年度には、
処理性能の低いCPUしか持たない機器からの情報で
あっても安全に秘匿できる軽量な共通鍵暗号を開発した。

2017年度には、テレビ、携帯端末および自動車を連携
させ、ユーザーの視聴履歴と位置情報を用いて関連する
個人向けサービスを安心・安全に提供できるようにする
ため、検索可能暗号を応用したプライバシー保護システ
ムを提案した（184）。2018年度には、安全性解析と実装評
価を行い、本システムが高い安全性を有するとともに、
利用する際の遅延がサービスに影響を及ぼさないことを
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確認した（185）。さらに、サービスに必要なデータを提供
する事業者にもメリットを提供できるようにするため、
事業者に対し、サービスを利用したユーザーの識別子を
安全に提供する仕組みを提案した（186-187）。2019年度には、
事業者がクラウドにデータを預ける際に事業者のIPアド
レスを匿名化できるよう改良した。これにより、サービ
スの利用履歴と個人用データベースがクラウド上で紐づ
けられることによる個人情報の漏洩を防ぐことができる
ようになった。

また、2017年度には、属性ベース暗号を有料放送サー
ビスに適用し、視聴者が自宅外でも有料放送を視聴でき
る、アクセス制御方式に適した暗号用の鍵管理方式を開
発した（188-190）。

以上の研究は、加井謙二郎、真島恵吾、遠藤洋介、小
川一人、藤井亜里砂、大竹 剛、広中悠樹、梶田海成が
主に担当した。

〔大竹　剛〕

6.5.4 電子透かし技術
放送番組の違法アップロードの抑止と、放送局内にお

ける番組素材などの識別処理の効率化を目的として、電
子透かし技術の開発を進めた。2010年度には、電子透か
しの埋め込みアルゴリズムの最適化により、画質劣化を
伴わず番組識別に必要な80ビット以上の情報をリアルタ
イムでコンテンツに埋め込み、これを高速に検出するこ
とを可能にした。また、電子透かし埋め込み及び検出ソ
フトウェアを汎用的なライブラリー形式で実装すること
により、放送局内のファイルベースシステムなどへの組
み込みを容易にした。本電子透かしは、各種映像符号化
方式に対して高い圧縮耐性を有するとともに、サイズ縮
小やアナログ変換などを受けた映像から検出することも
可能である。インターネットでライブ配信される映像に、
本電子透かしは適用され、符号化した映像から電子透か
しで埋め込まれた情報を高速に取り出せることも実証さ
れた。また、技術局と共同で、天気カメラなどの素材映
像に識別番号をリアルタイムで埋め込み・検出するシス
テムも開発した。この研究は、三菱電機（株）と共同で
実施した（191）。

さらに、コンテンツの著作権保護を目的として、
HEVCの圧縮ストリームに対し受信機を識別する情報を
埋め込むことが可能な電子透かしの研究を進めた。2014
年度には、コンテンツプロバイダから微小な補助情報を
送ることで、受信機の中でその受信機の識別子をHEVC
圧縮ストリームに埋め込むことが可能な電子透かし方法
を開発した（192-193）。

以上の研究は、井上友幸、真島恵吾、小川一人、大竹 
剛、大亦寿之が主に担当した。

〔大竹　剛〕

6.6 標準化
6.6.1 ARIBへの対応

（１）マルチメディア符号化方式
超高精細度テレビジョン放送方式におけるマルチメ

デ ィ ア 符 号 化 の 標 準 規 格 化 に 寄 与 し、2014年 ７ 月、
HTML5によるマルチメディア符号化やARIB-TTMLに
よる字幕符号化などを主な内容とするSTD-B62「デジタ
ル放送におけるマルチメディア符号化方式（第２世代）」
が策定された。2015年度、既存デジタル放送における選
局機能や永続記憶領域関係などの追加規定を検討し、運
用規定の策定に寄与した。2017年度、マルチメディアコ
ンテンツ交換方式や文字符号化方式における異体字セレ
クタに関して、規格策定および改定に寄与した。2018年
度、新4K8K衛星放送のデータサービスにおける端末連
携機能や字幕・文字スーパー伝送の圧縮方式に関する規
格改定に寄与した。

以上の活動は、武智 秀、松村欣司、馬場秋継、竹内
真也、大西正芳が、主に担当した。

（２）アクセス制御方式
2013年度には、情報通信審議会における超高精細度テ

レビジョン放送システムにおける限定受信方式（スクラ
ンブルサブシステムと関連情報サブシステム）の標準化
に寄与した。スクランブルサブシステムは、送信側でス
クランブルの暗号アルゴリズムを指定できる方式を採用
し、契約情報等を管理する関連情報サブシステムは、現
行のデジタル放送におけるアクセス制御機能との整合性
を考慮し、現行の３重鍵方式を採用することとした。
2014年３月の情報通信審議会「超高精細度テレビジョン
放送システムに関する技術的条件」の一部答申を受けた
ARIBにおける標準化作業に寄与し、2014年７月、超高
精細度テレビジョン放送システムの限定受信方式として、
ARIB標準規格STD-B61「デジタル放送におけるアクセ
ス制御方式（第２世代）及びCASプログラムのダウン
ロード方式」が策定された。2016年度には、新4K8K衛
星放送用CAS技術の実用化に向けたARIB標準化作業に
寄与し、2016年12月にARIB技術資料TR-B39「高度広帯
域衛星デジタル放送運用規定」の第一部第五編「高度
BSデジタル放送限定受信方式運用規定及び受信機仕様」
が改定され、高度BSデジタル放送とBS/広帯域CSデジ
タル放送、地上デジタルテレビジョン放送の共用受信機
の規定が追加された。

以上の活動は、真島恵吾、上原道宏、西本友成、大竹 
剛、山村千草が、主に担当した。

〔山本　正男〕
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6.6.2 IPTVフォーラムへの対応
2011年度からハイブリッドキャストの仕様検討を開始

し、IPTVフォーラムのHTML5 WGに参画した。ハイ
ブリッドキャストの実用化に向けての仕様策定に寄与し、
2013年度、ハイブリッドキャスト技術仕様第１版（194-196）

が発行された。あわせてARIBの関連規格の改定に寄与
した。その後、W3CにおいてHTML5のvideo要素とし
て動画配信の制御を行うMSE（Media Source Extensions）、
およびコンテンツ保護を扱うEME（Encrypted Media 
Extensions）の規格がHTML5.1として勧告化される見
通しとなり、ハイブリッドキャストにおいてもvideo要
素およびMPEG-DASHのiptvfjプロファイルなどの規定
を加えたハイブリッドキャスト技術仕様第２版の策定に
寄与し、2014年度に発行された。さらに、HTML5に対
応した新VOD方式の実現に向けて、HTML5ブラウザ仕
様第2.1版および運用規定第2.0版の策定にも寄与した。
2015年 度、 技 研 で 開 発 し た 動 画 視 聴 プ レ ー ヤ ー を
MPEG-DASH相互運用性検討会に提供し、「dashNX」
という名称で同検討会の会員向けの公開が開始された。
サンプル実装や動作検証のためのテストサイトの提供な
ど、会員社が速やかにサービス開発に着手できる環境を
整備した。これらの実績が評価され、（一社）日本映画
テレビ技術協会の経済産業大臣賞（日本映画テレビ技術
大賞）を受賞した。2018年度には、これまでの実証実験
等での課題から、放送局の運用方法や受信機が実装すべ
き機能等の技術要件を明確化し、IPTVフォーラムの動
画配信サービス「ハイブリッドキャストビデオ/ハイブ
リッドキャスト4Kビデオ」の仕様策定に貢献した。ま
た、同仕様への受信機の適合性判定のための検証コンテ
ンツの整備にも貢献し、2018年５月には同仕様に対応す
る受信機や番組を判別するためのロゴマークが公表され
た。ハイブリッドキャストサービスの普及に向けた技術
検討の一環として、テレビ受信機上で動作するハイブ
リッドキャストブラウザーのパフォーマンスに関して、
IPTVフォーラムパフォーマンステストイベントの実施
に寄与した。また、視聴者がスマホのアプリなどから簡
単な操作で安全・安心に放送通信連携サービスを利用で
きるようにするため、ハイブリッドキャスト端末連携
アーキテクチャの拡張を提案し、スマホなどの端末から
ハイブリッドキャストアプリを起動可能とする端末連携
プロトコルの標準化に寄与した。また、番組視聴データ
を放送局などのサービス事業者が共通で利用するための

「視聴データ記述および利用ガイドライン」について、
技術仕様案作成に寄与した。2018年度、テレビとIoT機
器間の接続を行う端末連携プロトコルを開発し、標準規
格として公開された。

以上の活動は、今泉浩幸、武智 秀、藤沢 寛、松村欣

司、宮崎 勝、西村 敏、大亦寿之、池尾誠哉が、主に担
当した。

〔山本　正男〕

6.6.3 ITUなど国際標準への取り組み
（１）IPTVフォーラム仕様の国際標準化

2013年度、ハイブリッドキャストや欧州HbbTVなど
世界の放送通信連携システムの新レポート案を作成し、
ITU-R BT.2267「Integrated broadcast-broadband 
systems」が発行され、2015年度にはVOD方式を追加す
る改訂、2017年度にはセカンドスクリーンのユースケー
スと端末連携動作を追加する改訂に寄与した。また、
2013年度から、放送通信連携システムの一般要求条件お
よび技術要求条件の新勧告案作成に寄与し、ITU-R 
BT.2075「Integrated broadcast-broadband system」 が
発行され、2018年度、2019年度にはBT.2075、BT.2267
の各々に端末連携機能を追加する改訂に寄与した。2016
年度、ITU-T SG9において放送通信連携システムの勧告
ITU-T J.207「Specification for an integrated broadcast 
and broadband digital television application control 
framework」が発行され、2019年度に同勧告への端末連
携機能に関する追加改訂に寄与した。また、字幕方式に
関 す る レ ポ ー トITU-R BT.2342が2015年 に 発 行 さ れ、
2019年度に異体字の使用方法や字幕ファイル交換フォー
マットを追記する改訂に寄与した。

以上の活動は、武智秀、竹内真也、大西正芳が、主に
担当した。

（２）W3Cなどへの取り組み
HTML5の 規 格 化 を 進 め るW3C（World Wide Web 

Consortium）のTPAC（Technical Plenary/ Advisory 
Committee Meeting）会合やWeb and TV Workshop（197-198）

において、ハイブリッドキャストの理念とユースケース
の報告などを行い、海外のスマートテレビに対するハイ
ブリッドキャストのサービスと機能面での優位性を発信
し た。2015年 度 に は、W3CのWeb and TV Interest 
Groupにおいて、MPEG-DASH動画視聴プレーヤーによ
る4K配信等のデモやテレビ受信機における実装上の課
題を民間放送事業者と共同で報告した（199）。また、ABU
においても放送通信連携システムの概要についての講演
を実施し、ハイブリッドキャストの国際的な認知度と仕
様への理解の向上に努めた。

以上の活動は、武智 秀、藤沢 寛、松村欣司、西村 敏、
池尾誠哉が、主に担当した。

〔山本　正男〕
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