
3.1	 放送と通信の連携技術

3.1.1　ハイブリッドキャスト
放送と通信ネットワークの特徴を生かし、柔軟性、拡張性に
富み、新しいサービスを展開可能なハイブリッドキャストの研究
を進めている。2013年度は、ハイブリッドキャストの実用化対
応、さらなる高度化に向けた研究開発、規格化・標準化対応す
るとともに、技研公開を始めとする国内外で展示し、ハイブリッ
ドキャストのアピールに努めた。

■ ハイブリッドキャスト実用化対応
2013年3月には(一社)IPTVフォーラムでハイブリッドキャスト
技術仕様第1版(1)(2)(3)が発行され、さらに受信機実装のための細
部の規定（運用規定）の作成および規格化が進められた。これ
を受けて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
1）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。技研は、関連部局によるハイブリッドキャスト推進
プロジェクトに参加し、NHKで実施するサービス、設備整備、

技研では放送と通信の特長を生かし、番組の価値
を高める新たな放送サービスの実現に向けて、放送通
信連携技術の研究開発を進めた。

ハイブリッドキャストについては、(一社)IPTVフォー
ラムにおける標準化作業に参画し、2013年3月にハイ
ブリッドキャスト技術仕様第1版が発行された。この仕
様に基づくテレビ受信機も販売され、NHKは9月から
サービスを開始した。技研では、さらなる高機能化と
8Kスーパーハイビジョン放送への適用に向けた研究開
発に取り組むとともに、IPTVフォーラムにおける次期
技術仕様の標準化作業を進めた。

より魅力的な放送通信連携サービスの提供に向け
て、番組情報やSNS（Social Networking Service）
の活用技術についても研究開発を進めた。放送局が
持つ番組情報をオープンデータとリンクを付けること
で、インターネットユーザーをさまざまな番組や関連す
るサービスへ案内する手法や、SNSユーザーの視聴
傾向を分析し、これを元に番組視聴を促進する手法を
検討した。また、SNSを用いてユーザー間がコミュニ
ケーションを行う環境下で、CGコンテンツの派生・創作・
共有を行うシステムを開発した。さらに、視聴者の番
組視聴状況を取得し、視聴者の興味内容を推定する
ことで視聴者の好みに合わせて番組関連情報を提供
する技術についても研究を進めた。番組注視状態を

識別する手法の開発とこれを適用した視聴状況取得シ
ステムを試作し、評価実験により注視状態と興味内容
推定の関係について調査した。

放送通信連携サービスの利便性を向上するととも
に、安全・安心にサービスを提供するための技術開
発も進めた。放送サービスと通信サービスの異なるラ
イセンス管理を統合的な仕組みで制御する新たな認
可方式を開発した。また、次世代CAS（Conditional 
Access System）については、検証システムの開発を
進めるとともに、情報通信審議会における標準化に
寄与した。更に、より安全で確実なサービスを提供す
るための暗号技術として、クラウドに個人情報を安全
に保管しつつ、条件を満足する事業者のみが復号でき
る属性ベース暗号方式や、鍵の所有者を追跡できるコ
ンテンツ保護用の暗号化方式の開発を進めた。

ネットワークを利用した番組配信技術の研究として、
過去に放送した番組をネットワークを介して簡単にタ
イムシフト視聴できる分散サーバー放送システムの開
発や、放送コンテンツに同期して通信路経由で情報
を配信するプッシュ型配信制御技術、さらに、通信
を使って効率的にライブ映像を配信する技術として、
P2P(Peer-to-Peer)配 信 とCDN(Contents Delivery 
Network）配信を連携動作させるライブ配信システム
の開発を進めた。
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3	 放送通信連携サービス

　図1　独立型サービス例



運用などを検討することで、2013年9月のサービスインを着実
に実施できるよう支援した。
サービス開始に先立ち、2013年度の技研公開では受信機メー
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
様第1版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実演してハイブリッドキャストの有効性
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みのがし・なつかしなどの独立型サービスのほか、番組
連動型サービスとして、お絵かきアプリ	（図2）、楽器演奏アプ
リ（図3）、多言語吹き出しサービス、テレビノートなど、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将来の
サービスなどを展示し、ハイブリッドキャストの理解促進に努め
るとともに多様なサービスの実現可能性を示した。民間放送事
業者の協力による、民放のハイブリッドキャストサービス事例な
ども展示した(4)。
ハイブリッドキャストの普及とサービスの発展には幅広いアプ
リ制作者が参加できる環境も重要である。ハイブリッドキャスト
アプリの開発環境の１つとして、アプリ制作支援ツール（図4）

を開発した(5)。ハイブリッドキャストのアプリはHTML5で記述
するため、汎用のHTMLオーサリングツールがアプリ開発に使
用可能であるが、ハイブリッドキャストの拡張機能も含めた動作
確認（試写）には専用システムが必要である。そこで、番組連動
や携帯端末と連携する機能などをパソコン1台で試写できるアプ
リ制作支援ツールを開発し、技研公開で展示した。

■ ハイブリッドキャスト高度化への取り組み
ハイブリッドキャストのさらなる高度化へ向けた取り組みとし
て、ハイブリッドキャスト高機能化のための技術仕様（フェーズ2）
の検討、ならびに8Kハイブリッドキャストの研究開発を進めた。
フェーズ2の新しい機能として、様々なサービス事業者の参入
を可能にする放送外マネージドアプリのシステムモデル、録画再
生機能への対応、タイムスタンプを利用した高精度同期方式、
端末連携インターフェースの高機能化などを検討した。
放送外マネージドアプリのシステム検討のために開発したアプ
リ配信管理システム（図5）には、アプリの登録、配信のほか、
アプリの正当性を保証するアプリ認証のための署名鍵発行など
の機能を実装した。今後、放送事業者以外のサービス事業者が
アプリ提供に参加する場合のシステムモデルの一例を技研公開
で展示した。
8Kハイブリッドキャストについては、2020年に本放送開
始を目指している8Kスーパーハイビジョン（SHV）放送を前提
に、高精細・大画面の特徴を生かした将来のハイブリッドキャ
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　図2　技研公開でのハイブリッドキャストサービス例
　　　　（お絵かきアプリ）
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　図3　技研公開でのハイブリッドキャストサービス例
　　　　（楽器演奏アプリ）

アプリ試写ウィンドウ試写管理ウィンドウ

　図4　アプリ制作支援ツール

　図5　アプリ配信管理システム



ストサービス例（図6）について検討した。マラソン中継を例に
して大画面上に高精細な地図を表示し、地図上で位置を確認
しながら、放送や通信で提供されるマルチ映像やSNS	(Social	
Networking	Service)のつぶやきなどを複数のウィンドウで画面
上に同時に表示できることを技研公開で展示した。
また、関連部局とともに8Kハイブリッドキャストと密接に関
連するSHVデータ放送の方式検討を行い、MMT（MPEG　
Media　Transport）をベースとしたプロトコルスタックのレファレ
ンスモデルやデータ符号化・伝送方式、字幕・文字スーパー方
式の設計を進めた。

■ ハイブリッドキャストの規格化・標準化対応
ITU-Rでは、ハイブリッド放送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するとともに、ハイブリッド
キャストを始め、欧州HbbTVなど、世界のハイブリッド放送の
新レポート案を作成した。FOBTV（Future	of	Broadcasting	
Television）では、これまでに提出されたユースケースをもとにし
たシステムモデルの検討に参加した。HTML5の規格化を進め
ているW3C（World	Wide	Web	Consortium）においては、総
会 で あ るTPAC（Technical	Plenary	/	Advisory	Committee	
Meeting）会議で、NHKから2013年3月のIPTVフォーラムでの
ハイブリッドキャスト仕様策定と、同年9月からのサービス開始
状況などを報告し、ハイブリッドキャストの優位性を発信した。
さらに、国内での規格化対応においてはIPTVフォーラムでのシ
ステム仕様、HTML5ブラウザー仕様の第1版策定に続けて、よ
り高度なサービス実現に向けたフェーズ2の標準化作業を進め
た。
今後は、ハイブリッドキャストの高度化、フェーズ2の実現に
向けての検討、規格化対応、更にSHV時代の放送通信連携サー
ビスの検討、試作および、8Kを含むSHVデータ放送規格化な
どを進めていく。

〔参考文献〕
(1)	 IPTVフォーラム：“放送通信連携システム仕様1.0版，”IPTVFJ	

STD-0010(2013)
(2)	 IPTVフォーラム：“HTML5ブラウザ仕様1.0版，”IPTVFJ	STD-

0011(2013)
(3)	 武智：“ハイブリッドキャストの技術仕様とその最新動向，”NHK技

研R&D，No.142，pp.12-19（2013）
(4)	 馬場，大亦，松村，武智，砂崎：“技研公開2013におけるハイブ

リッドキャストサービスの試作，”映情学技報，Vol.37，No.41，
pp.17-20（2013）

(5)	 真島，松村，広中：“ハイブリッドキャストアプリ制作・配信システ
ムの開発，”NHK技研R&D，No.142，pp.20-27（2013）

3.1.2　SNS、番組視聴解析
より魅力的な放送通信連携サービスの提供を目指して、番組
情報やSNS(Social	Networking	Service)の活用技術の研究開
発を進めた。

■コンテンツ情報ネットワークの研究
放送局が持つ番組情報や関連情報を活用して、インターネッ
トユーザーを１つの番組からさまざまなサービスや別の番組へ案
内したり、SNSを利用してコミュニティーを形成し視聴を盛り上
げる手法を検討した。
EPG	(Electronic	Program	Guide)に含まれる番組情報を
LOD	(Linked	Open	Data)形式に変換し、国立国会図書館典拠
データやtwitterなどオープンデータとリンク付け、番組と関連情
報やソーシャル情報を関係付ける手法を考案し(1)、ウェブベース
の可視化によりユーザーを１つの番組から他の関連する番組や
情報に案内するアプリケーションを試作した(図1）。
ユーザーの行動分析でも、2011年度のソーシャルテレビプラッ
トフォーム“teleda”実験のデータを詳細に分析し、自分の好みを
優先し利用するユーザーと、他者の行動に影響を受けるユーザー
など複数タイプの存在を明らかにし、サービスデザイン指針を示
した。
また、twitterの書き込みから、視聴時間帯や視聴番組など視
聴傾向を推定しユーザーを分類する手法を考案した。この分類
を元にSNS上で影響力のあるユーザーに効果的な番組リコメン

ドサービスを提供することで、SNSユーザーの番組視聴の促進
が期待できる。
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　図6　8Kハイブリッドキャストのサービス例 
　　　　（マラソン中継）

　図1　オープンデータによる番組関連情報ナビアプリ



■ 映像コンテンツ制作仮想化の研究

インターネットユーザーが簡単に映像コンテンツを制作するた
めのシステムとして、サーバー側で映像を生成することを基本と
した映像コンテンツ制作仮想化の研究を進めた。
SNSを使うユーザーがネットワーク上のサーバーを利用して、
映像制作を介してコミュニケーションする「SNS型CG映像コン
テンツN次創作システム」（図2）を構築し、技研公開で展示し
た。このシステムでは、あるユーザーが投稿したコンテンツを基
に、他のユーザーが派生コンテンツを創作するN次創作により、
みんなで共有して楽しむことができる。コンテンツ制作のプロセ
スを管理し、GUI（Graphical	User	Interface）を使ってユーザー
が容易に手順や素材を変更して派生コンテンツを制作できる。
サンプルコンテンツの充実を図った後、100人規模の実証実験
を行い、システムと手法の有効性を確認した。またハイブリッ
ドキャストとの連携では、端末側で手話CGアニメーションを放
送と連動して表示するシステムを構築し、技研公開で展示した。
WebGLを使った簡易なTVML(TV	program	Making	Language)
プレイヤーを開発し、端末側に特別なソフトをインストールする
ことなく、放送に連動して送られるTVMLスクリプトをリアルタ
イムに再生できる。
CG生成エンジンの高機能化にも取り組み、最新のグラフィッ
クスライブラリーを使った新しいTVMLプレイヤーを開発した。
処理の高速化による表示キャラクターの増大、半透明表示の高
品質化などを実現した。

■ 番組の視聴状況取得と解析技術の研究

視聴者の好みに合わせて番組関連情報を提供するサービスの
実現を目指して、視聴状況の取得技術と視聴者の興味内容推
定技術の研究を進めている。
視聴者の視聴状況を取得するために、“体の動き”と“頭の向き”
を計測し、機械学習で注視状態か否かを識別する手法を開発し、
高い精度で注視状態を判定できることを実験により確認した(3)。
また、表情認識の推定技術の開発では、表情強度から顔表情
を推定する手法とベイズ推定を融合した新たな手法を開発し、
顔表情の認識精度を向上させた。注視状態推定手法の研究は
東京都市大と、顔表情認識手法の研究は東京大学と共同で実
施した。また、注視状態推定手法の研究の一部は、総務省の
委託研究「戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE)」を受
託して実施した。
注視状態の推定手法を搭載した視聴状況取得システムを試作
し(図3）、テレビ視聴実験を行い注視状態と興味内容推定の関
係を調べた。解析の結果、注視時の字幕データから各人の興味
内容を推定できる可能性を確認した。さらに、Wikipedia	のカ
テゴリー情報を基に人為的に作成したグループ化情報で、その
グループに属したキーワードだけを字幕データから選択的に抽出
する手法を開発し、一般に視聴者が興味を持つ傾向にある人名、
場所などを特定するキーワードの選択的な抽出が可能になった。

〔参考文献〕
(1)	 有安，中川：“LODを用いた番組情報ネットワーク形成手法の提案，”

第12回情報科学技術フォーラム講演論文集No.2，F-035	(2013)
(2)		道家，金子，井上：“容易な派生創作の連鎖を可能とするSNS型

映像コンテンツ創作システム，”	映情学年次大，	2-3	(2013)
(3)		 Takahashi，	Clippingdale，	Okuda，	Yamanouchi，	Naemura	and	

Shibata:	“Automatic	rating	of	video	contents	based	on	viewer’
s	behaviors	in	living	space，”	SITIS2013，	p.6-13	(2013)

3.1.3　セキュリティー基盤
放送・通信連携サービスの更なる高度化を目指し、放送通
信統合型認証連携技術、次世代CAS	（Conditional	Access	
System）技術、暗号技術、端末連携技術の研究を進めている。

■ 放送通信統合型認証連携技術
放送と通信の各サービスで用いられているライセンス管理方式

を連携させ、個人向けサービスを安全かつ簡便に利用するため
の認証連携技術の研究開発を進めた。
コンテンツの利用を契約者のみに制限するためのアクセス制
御およびコンテンツ保護方式は、伝送路や端末ごとに異なる方
式が用いられており、同一コンテンツを異なる利用環境で視聴
する場合には、それぞれのサービスに応じた個別の契約管理が
必要であった。そこで、放送サービスの限定受信方式と通信サー
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　図2　SNS型CG映像コンテンツN次創作システム

　図3　注視状態推定システムの処理例



ビスの著作権保護方式の異なるライセンス管理を、統合的な仕
組みで制御する新たな認可方式を導入したライセンス配信管理
システムを開発した(1)。本方式に基づくライセンス配信管理シス
テムのプロトタイプを、技研公開で展示した（図1）。このシステ
ムにより、1回のユーザー認証で、取得したコンテンツの視聴権
限を放送と通信の各サービスで引き継いでライセンス配信管理
を行うことが可能となる。また、本開発成果の実用化に向け、
民間規格における次世代CASの標準化に寄与した。
外部の認証サービスと連携しながら視聴番組への興味関心を
効率良く収集する手法を用いて個人向けサービスを安全に提供
する検証システム「テレビノート」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で示し、本手法の有効性と
システムの実現性を明らかにした。さらに、認証フレームワーク
の実サービスへの適用に向け、認可システムや端末連携手法の
基本仕様を検討した。

■ 次世代CAS技術
2016年のSHV試験放送の実施に向けて、次世代CASの早
期実現を目指した研究開発を進めた。
2013年度は、次世代CAS検証システム等の開発を進めると
ともに、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
ステムについては、送信側でスクランブルの暗号アルゴリズムを
指定できる方式とし、契約情報等を管理する関連情報サブシス
テムについては、現行サービスの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。安全性の
維持・改善に関する要求条件を踏まえ、放送や通信を使って関
連情報の処理に関わる受信機側のソフトウェアを更新するダウ
ンローダブルCAS方式を提案した。これらの方式は、情報通信
審議会放送システム委員会報告の採用条件として採用され、一
部答申に反映された。

■ 放送通信連携サービス用暗号アルゴリズム
ハイブリッドキャストをはじめとする放送通信連携サービスの
高度化に向けて、安全で確実なサービス提供に利用できる暗号
技術の研究を進めた。
視聴者の嗜好に応じた個別のサービスを行うためには視聴者
の情報を事業者に送る必要がある。また、視聴者が予期してい
ないサービスを受ける際には、未知の事業者からのサービス提
供が想定される。これらの実現に向けては、視聴者の情報をク
ラウド上に保管することが効率的である。視聴者個人の情報を
保護するため、情報を暗号化し、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が設定し、条件を
満足する事業者のみが復号できる属性ベース暗号方式の研究を
進めた(2)。属性の記述方法を改良することで、暗号文や秘密鍵
のサイズが小さい方式を開発した。また、コンピューター上に実
装して評価し、実装上の課題を明らかにした。この研究は、（独）
産業技術総合研究所と共同で実施した。
コンテンツを保護する暗号方式の研究を進め、復号する鍵が
不正にコピーされた場合に備え、鍵の所有者を追跡できる暗号
方式とその運用方法を開発した。また、放送用スクランブル方
式の危たい化に備え、既存の受信機でも新たな受信機でも放送
を受信でき、伝送容量もほとんど増加しないスクランブル方式の
更新方法を開発した。

■ 端末連携サービス用インタラクティブコンテンツ技術
テレビ画面を携帯端末の内蔵カメラを用いて撮影し、携帯端
末上で加工して利用することで、放送コンテンツをテレビ画面
外に拡張する放送通信連携技術（Augmented	TV）の研究を進
めた。撮影したテレビ画面に対して番組に連動するキャラクター
等のコンピューターグラフィックス（CG）を高精度に同期させて
表示することで、新たな視聴体験を提供できる。
2013年度は、番 組制作記述言語TVML（TV	program	
Making	Language）を利用し、携帯端末に表示される仮想的な
空間内で、番組とこれに連動するCGを統合的かつ簡便に制作
し、提示するシステムを構築した(3)。また、時刻情報を図形化し
た「同期用マーカー」を放送コンテンツに表示させ、携帯端末で
これを撮影することにより、両コンテンツをフレーム単位（誤差
0.03秒以下）で高精度に同期させることを可能とした。

〔参考文献〕
(1)	 山村，西本，藤井：“ライセンス配信制御のための認可システムの

開発	-	CAS/DRMへの適用	-，”映情学年次大，18-11（2013）
(2)	 アッタラパドゥン，花岡，小川，大竹，渡辺，山田：“暗号文ポリ

シー区間属性暗号，”	暗号と情報セキュリティシンポジウム，2E4-
1	(2014)

(3)	 川喜田，金子，井上，藤井，中川：“番組連動型3DCGコンテン
ツの柔軟な制作環境	 -	Augmented	TVのシステムアーキテク
チャー	-，”映情学年次大，2-5（2013）

3.1.4　IP 配信技術
ネットワークを利用した番組配信の実現に向けて、ネットワー
ク上での放送コンテンツ提供に向けた分散サーバー放送システ
ムの研究と、将来の放送通信連携サービスへの適用に向けたIP
配信技術の研究を進めている。

■ 分散サーバー放送システムの研究
過去に放送した大量の番組をネットワークを介していつでも気
軽にタイムシフト視聴の実現を目指し、放送コンテンツの蓄積、
加工、配信などをネットワークに分散された多数のサーバーで行
う分散サーバー放送システムの研究を進めている。
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　 図1　放送通信統合型のアクセス制御システム



2013年度は、2012年度に試作したタイムザッピングシステム
を発展させ、放送番組を時刻方向にザッピングできることに加
えて、出演者名などのタグでもザッピングが可能なシステムを開
発した。放送時刻をIDとして放送番組の映像、音声、関連情
報などを蓄積、取得できる分散ファイルシステムをベースに、放
送時刻に関連付けたタグを管理するためのデータベースを新た
に開発し、このファイルシステムに導入した。これにより、映像
や音声の再生に同期して関連するタグを高速に取得することが
可能となり、ザッピングをストレスなく操作できるようになった。
また、タイムザッピング用の時刻情報に加え、視聴中の番組に
関連するタグをユーザーに分かりやすく提示する機能をもつ番組
閲覧プレーヤーを開発した（図1）。さらに、新たに開発したタイ
ムザッピングシステムにおいて、放送時刻やタグ単位の視聴状
況を取得するための基礎システムとして、フレーム単位の視聴量
の収集と可視化ができる視聴ログ収集システムを開発した。
加えて、分散ファイルシステムに蓄積した番組を、視聴端末
の表示性能に合わせて、サーバー側で個別に解像度変換して配
信する番組視聴システムの開発を進めた。

■ 放送通信連携コンテンツ配信技術
将来の放送通信連携サービスへの適用に向けて、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、プッシュ型配信制御技術
（図2）の研究を進めた。
2012年度からは、多数の視聴者に対して情報が同時刻に到
達するよう、配信サーバー側の情報送出タイミングを制御する
配信手法の検討を開始した。2013年度は、実ネットワークに近

い環境下で、周期的に配信される情報の到達タイミングのずれ
（ジッター）を小さく抑える配信制御手法を考案し、この手法を
大規模配信に適用した際のジッター抑圧効果をシミュレーショ
ンにより確認した(1)。

■ P2P-CDN連携ライブ配信技術
2012年のロンドン五輪でのライブ映像配信実験の結果を踏
まえて、P2P（Peer-to-Peer）配信とCDN（Contents	Delivery	
Network）配信を連携動作させるライブ配信システムを開発した
（図3）。このライブ配信システムでは、配信支援サーバーを設置
することにより、P2P配信に対応しない端末も、P2P受信端末
からのライブ映像を受信できるようにした。また、配信支援サー
バーを用いて、P2P受信端末とCDN受信端末との間の映像再
生タイミングのずれを抑圧する方式を開発した。開発したシステ
ムを商用クラウド上に実装して評価実験を行い、正常に動作す
ることを確認した(2)。

〔参考文献〕
(1)	 田中，西村，遠藤：“放送通信同期合成のための通信コンテンツの

プッシュ配信制御方式における基準RTTの決定方法に関する一考
察，”	信学総大，	B-6-38　(2014)

(2)	 西村，田中，遠藤	：	“P2P-CDN連携型ライブ配信システムの開発，”
映情学冬大，12-9	(2013)
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　 図1　タイムザッピングシステムの番組閲覧プレーヤー
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　 図３　　P2P−CDN連携型ライブ配信システム
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　 図2　プッシュ型配信制御技術の適用例


