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3.1　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、拡張性に富み、新
たなサービスを柔軟に展開可能なハイブリッドキャストの研究
を進めている。2014年度は、ハイブリッドキャストのさらな
る高度化と、8Kハイブリッドキャストを含むスーパーハイビ
ジョンにおけるマルチメディア放送（SHVマルチメディア放送）
に向けた研究開発を推進するとともに、規格化・標準化への対
応を実施した。また、2013年9月にサービスを開始したハイブ
リッドキャストの一層の普及に向けて、技研公開を始め国内外
で多様なサービス例を展示してその魅力を伝えた。

■ハイブリッドキャストの高度化
2013年に（一社）IPTVフォーラムで策定されたハイブリッド

キャスト技術仕様第1.0版に対し、2014年度はさらなるサービ
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、
技術仕様第2.0版への反映・策定を推進した。
技術仕様第2.0版では、VOD（Video On Demand）／録画再

生機能への対応、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などが新たな機能として追加された。

2014年度の技研公開では、受信機メーカーの協力を得てプロ
トタイプ受信機を展示した。
VOD/録画再生機能への対応としては、アプリからのVOD再

生機能や、放送番組の録画・再生機能および録画番組視聴時
の連動アプリ起動がある。これらの機能を検証するための受信

図1　VODに直接遷移可能な番組表の例

放送と通信の融合時代における新たな放送サービスの実現に向けて、放送通信連携技術とサービスの両面から
研究開発を進めた。
ハイブリッドキャストについては、録画再生機能を始め、放送以外の事業者もサービスの提供を可能にする放送
外マネージドアプリ対応機能、放送・通信の高精度な同期提示機能等について検討を進め、（一社）IPTVフォーラ
ムにおいてハイブリッドキャスト技術仕様第2.0版の策定に貢献した。また、スーパーハイビジョン（SHV）放送に
おいて高度なマルチメディアサービスを実現するため、ハイブリッドキャスト技術仕様をベースに新たな多重化方
式や字幕・文字スーパー符号化方式などの検討を進め、SHVにおけるマルチメディア放送規格である（一社）電波
産業会のARIB STD-B62の策定に寄与した。
端末連携サービスについては、タブレット端末の画面をタップする簡易な操作で放送番組内の興味対象を記録し
て外部のインターネットサービスと連携できる、テレビノートサービスをハイブリッドキャストの放送外マネージ
ドアプリとして試作した。また、テレビ画面を携帯端末の内蔵カメラを通して撮影・視聴することで、新たな視聴
体験を提供するAugmented TVサービスの開発を進め、テレビ画面に対する携帯端末の位置や姿勢を推定する方
式の開発と実装評価を行った。
コンテンツ情報ネットワークの研究として、インターネットサービスにおける番組情報の利活用技術やSNS

（Social Networking Service）等のデータを解析する技術の開発を進めた。放送局が保有する番組関連情報をLOD
（Linked Open Data）形式で提供する番組情報データハブの試作や、SNSなど外部のさまざまなビッグデータの分
析・活用手法の検討を進めた。
番組視聴解析の研究では、視聴状況の取得技術と視聴者の興味内容推定技術の開発を進め、視聴者のテレビ視
聴状況から視聴者が興味を持ったキーワードを推定してタブレット端末に表示するシステムを試作した。また、取
得した興味キーワードによる個人プロファイル生成手法や番組推薦手法の開発を進めた。
セキュリティー基盤については、安全で確実なサービスの提供に向けて、クラウド上で暗号化したままデータ検
索ができる検索可能暗号化システムを試作した。また、コンテンツの不正な流通を防ぐ方法として、圧縮ストリー
ムに対して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アルゴリズムを開発した。
IP配信については、ハイブリッドキャスト対応テレビ受信機やモバイル端末など各種視聴端末に対して効率的に
映像を配信するための配信プラットフォームの開発に着手した。また、過去に放送した大量の番組を気軽に視聴
できる分散サーバー放送システムの研究を進め、放送時刻や出演者などのタグを使ってザッピングしながら見たい
番組を探すことができるタイムザッピングシステムを試作し、その評価を実施した。
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機を試作するとともに（1）、VODへの直接遷移が可能な番組表
アプリを試作し展示した（図1）。さらに、VODコンテンツ配信
方式としてMPEG-DASH（Dynamic Adaptive Streaming over 
HTTP）の適用を目指し、テストストリームの作成や各メーカー
製テレビでの再生検証など、ハイブリッドキャスト運用規定へ
の反映と実サービスに向けた技術検証を進めた。
放送外マネージドアプリは、放送以外の事業者がアプリを提
供し、放送チャンネルによらず利用可能とすることで新たな
サービスとビジネスモデルの実現を可能とするものである。当
所では、サービス事業者へ提供する番組関連データの配信管
理（2）（図2）やプッシュ型伝送方式の検討に加え、受信機モデ
ル（3）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（4）。図3に放送外マネージドアプリの試作
例を示す。これは、プッシュ型で配信されるデータをリアルタ
イムで受信して画面上に表示するもので、列車の運行情報や気
象情報など、生活に密接に関連した情報を迅速に知ることが可
能となる。

高精度同期方式は、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
アングルサービスに不可欠な要素技術である。2014年度は、
テレビ画面に表示される主番組と同期して、タブレットやス
マートフォンなど別デバイス上で映像を再生するための基礎技
術を開発した（5）。データ情報との同期提示を始め多くの応用が
想定されるため、実現性の検証を継続して進めていく。

■ハイブリッドキャストの普及促進
2013年12月に開始された番組連動型ハイブリッドキャスト

をより多くの番組に適用するために、当所では制作部局に対し
て技術支援等を実施している。2014年9月から開始された新た
な番組での連携型サービスでは、当所で試作したアプリを基本
にし円滑なサービス開始に貢献した。
また、2014年度の技研公開では、民間放送事業者などの協
力を得て民放のハイブリッドキャストサービス例も展示し、よ
り広く展開するハイブリッドキャスト像を示した。

■SHVマルチメディア放送へ向けた取り組み
SHV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将来
の8Kハイブリッドキャストサービス例を試作した（図4）。ゴル
フ番組とともに、放送や通信で提供されるマルチ映像、多言語
字幕、SNS（Social Networking Service）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で展示した。

■規格化・標準化対応
国内での規格化対応においては、IPTVフォーラムにおける
技術仕様第2.0版（6）の策定を推進するとともに、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。
また、関連部局と連携してSHVマルチメディア放送に関連
す る 方 式 の 規 格 化 に 対 応 し た。MMT（MPEG Media 
Transport）をベースとした伝送方式、ブラウザー機能とデータ
符号化、TTML（Timed Text Markup Language）での字幕・文
字スーパー符号化方式などについて検討を進め（7）、2014年7
月には、これらの検討方式を網羅したSHVマルチメディア放送
規格であるARIB STD-B62（8）が策定された。また、字幕・文字
スーパーの検討では、設備整備に不可欠な交換方式および運
用規定の検討に参画し、受信機開発に必要となるテストデータ
を作成した。
国外での標準化対応では、国際電気通信連合無線通信部門

（ITU-R）および国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）
において、放送通信連携システム勧告案にハイブリッドキャス
トを反映させた。さらに、放送通信連携システムに関するリ
ポートに技術仕様第2.0版およびARIB STD-B62を反映させた。
また、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 

図2　試作した番組関連データの配信管理システム

図3　放送外マネージドアプリの例（生活情報）

図4　8Kハイブリッドキャストのサービス例
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Plenary/Advisory Committee Meeting）会議で、技術仕様第
2.0版で実現される機能について概要を報告し、ハイブリッド
キャストの国際的な理解・普及促進に取り組んだ。
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方式（第2世代）（1.0版）,” ARIB STD-B62（2014）

3.2　端末連携サービス

放送通信連携サービスの更なる高度化を目指し、ユーザー
データの利活用技術、携帯連携システム技術の研究を進めて
いる。

■ユーザーデータの利活用技術
ハイブリッドキャストの放送外マネージドアプリの普及に向

けて、放送番組やCMの視聴を起点として、視聴者の興味対象
を効率よく収集することで、インターネットでの検索、購買お
よびSNS（Social Networking Service）等の活動を支援するシ
ステム「テレビノート（1）」の開発を進めた。
本システムは、テレビと連携するタブレット端末の画面を

タップするだけの簡易な操作で、テレビ画面上に映る興味対象
を記録できる。記録された情報は、認証された視聴者の興味
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へとつなげることができる。

2014年度は、外部の事業者が提供するメタデータを興味対
象に関連付けることでインターネットからの情報を容易に取得
できる手法を開発した。複数の放送チャンネルで共通に利用で
きる放送外マネージドアプリとして試作し、技研公開で展示し
た（図1）。

■端末連携システム技術
テレビ画面をスマートフォンやタブレットなどの携帯端末に
内蔵されたカメラを通して撮影・視聴することで、新たな視聴
体験「“Augmented TV”サービス」を提供する端末連携システム
の研究開発を進めた。本システムは、携帯端末において、テレ
ビ画面の再撮映像に3DCG等の通信コンテンツを同期させなが
ら重ね合わせることにより、放送コンテンツをテレビ画面外に
拡張することができる。
2014年度は、携帯端末のジャイロセンサーを用い、通信コ

ンテンツの位置を合わせるための簡素な矩形枠をテレビ画面の
周囲に表示することで、短時間に位置・姿勢を推定する方式を
開発した（2）。
市販のタブレット端末を用いた実装評価の結果、一度テレビ
画面を撮影して位置・姿勢の推定を行えば、テレビ画面を外れ
た周囲を撮影した場合であっても、テレビ画面との位置関係を
維持しながら通信コンテンツを違和感なく継続的に表示できる
ことを確認し、本方式の有効性を示した。

〔参考文献〕
（1） 山村，大亦，中川：“テレビノート－ハイブリッドキャストを用いた

番組視聴のアノテーションと利活用－,” 映情学年次大，24-6
（2014）

（2） 川喜田，中川，佐藤：“カメラとジャイロセンサーを用いたTV画面
の位置と姿勢の推定方法,” 映情学年次大，13-1（2014）

図1　テレビノート
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3.3　コンテンツ情報利用、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、イン
ターネットサービスにおける番組情報の利活用技術やSNS
（Social Networking Service）等のデータの解析技術、視聴者
の番組視聴状況の取得と興味内容の推定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
放送局のインターネットサービスの可能性を探るため、放送
局が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）を通して提供することで、放送局やさまざまな事業
者のサービスで利活用できるようにする番組情報データハブを
試作した。
番組編成情報に基づき、番組情報や関連情報を表現・共有

するためのデータベース構造を設計し、インターネット上で公
開されている百科事典であるWikipediaをLOD化した日本語版
DBpediaの語彙と自動的なリンク付与を行うことで、外部の
オープンデータとも連係が可能なデータハブを構築した（1）。さ
らに、データハブの試作にあたっては、さまざまなインター
ネットサービスでの番組関連情報の具体的な利用を想定し、番
組分野毎にデータ構造やAPIを検討した。健康ジャンルの番組
では、技研で研究中の番組関連知識データである概念マップ・
コンテンツマップとのリンク付けを行い、これらの知識情報を
使った高度な検索を可能とした。また、学校放送番組では、理
科の映像コンテンツを、Wikipediaから抽出した構造とひも付
けることで体系化する手法を検討した（2）。
この番組情報データハブを構築することで、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

サービス連携が可能になる。例えば、放送局が有する健康番
組の情報を活用して、料理や生活情報を提供する他の事業者
のサービスを充実させるなど、さまざまな分野で、番組情報を
利活用した多様なインターネットサービスの創出が期待できる。
一方、SNSや外部のオープンデータなど、放送局の外部の

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。東日本大震災時にTwitterでつぶやかれたメッセージを
分析したところ、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、文章要約で一般的に使用され
る単語重要度の指標などでの特徴抽出が不可能であることがわ
かったため、この例のように、トピックが偏った場合に有効な
メッセージ分類手法を提案した（3）。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ができる
と期待される。

■番組の視聴状況取得と解析技術の研究
視聴者の嗜好や視聴スタイルを考慮したきめ細かい放送や

生活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。
2013年度に実施したテレビ視聴実験の分析結果に基づい

て、テレビ視聴状況から視聴者が興味を持ったキーワードを推
定してタブレット端末に表示するシステム（4）を開発し、2014
年度の技研公開で展示した（図2）。このシステムでは、あらか
じめ番組情報から字幕キーワードを取得し、出現頻度等に基づ
いて字幕キーワード毎の重要度を計算しておく。番組視聴時に
は、視聴状況として注視状態（顔の向き）（5）と表情表出の度合
いから興味度を計算する。そして、字幕ワードの重要度との積
の時間平均から興味候補キーワードの推定を行い、キーワード

図1　番組情報データハブの概念図
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を順位付け（ランキング）してタブレットにリアルタイムに表示
する。視聴実験のデータで確認したところ、被験者がアンケー
トで回答した興味キーワードがタブレット上でのランキングの
上位に表示され、この手法の有効性を確認した。本技術は、5
月に行われたNHK HACKATHONイベント（6）にも提供し、一般
参加者によるアプリケーション開発に利用された。なお、視聴
状況取得については、注視状態推定の研究は東京都市大学と、
顔表情認識の研究は東京大学と共同で実施した。
また、番組の視聴状況に基づいた個人プロファイル生成手
法を提案した。提案手法では、テレビ視聴時の興味ワードを蓄
積してカテゴリーに分類することによって自動的に個人プロ

ファイルを生成する。具体的には、Wikipediaに登録されてい
るカテゴリーから構築した木構造グラフに、興味キーワードの
カテゴリーの重みを反映させて個人プロファイルを生成した。
一般家庭状況において10名の被験者により2週間にわたって視
聴状況取得実験を実施し、提案手法で生成した個人プロファイ
ルと被験者からのアンケート回答とを比較したところ、自動生
成したカテゴリー分布が個人の興味ジャンルと同傾向であるこ
とを確認した。さらに、被験者が興味を持つと思われる番組の
視聴予測に各被験者の興味キーワードを利用したところ、予測
精度が向上することも確認できた。

〔参考文献〕
（1） 宮崎，浦川，山田，三浦，住吉，藤沢，中川：“番組情報データベー

スのLOD化の検討,” 人工知能学会　pp.01-01-01-04（2014），
SIG-SWO-A1402-01

（2） 浦川，宮崎，山田，中川，藤沢：“Wikipediaから構築した生物オン
トロジーによる映像コンテンツの体系的な表現方法の検討,” 情処学
全大，5B-06（2015）

（3） 有安，藤沢：“大規模災害における防災・減災のためのSNS解析手
法の提案,” 映情学冬大，3-2（2014）

（4） 山内、奥田、高橋、クリピングデル、苗村：“視聴状況に基づいた
興味内容推定システムの試作,” 映情学年次大，7-6（2014）

（5） M.Takahashi, S.Clippingdale, M.Naemura and M.Shibata: 
“Estimation of Viewers’ratings of TV programs based on 
behaviors in home environments,” Multimedia Tools and 
Applications, DOI 10.1007/s11042-014-2352-0（2014）

（6） http://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/hackathon/

3.4　セキュリティー基盤

安全で信頼できる放送・通信連携サービスの高度化を目指
し、暗号技術、電子透かし技術の研究を進めている。

■放送通信連携サービス用暗号・認証アルゴリズム
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
し

好
こう

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、視聴者がこれまでアクセスした
ことのない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し、任意の
事業者に情報へアクセスしてもらうことが効率的である（図1）。
ただし、視聴者個人の情報を保護する観点からは、できるだけ
少ない情報閲覧に留めることがより安全である。そこで、情報
を暗号化したまま保存する（1）とともに、事業者には必要最小限
のデータ閲覧を許可するように、クラウド上で暗号化したまま
データの検索を行い、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の研究を進め、試作したプロ
トタイプでシステムの基本動作および有効性を確認した。

■HEVC圧縮ストリーム用電子透かしアルゴリズム
コンテンツの著作権保護を目的として、新たな圧縮方式であ
る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技術の研究を進めた。
コンテンツの不正な流通を防ぐためには、コンテンツを流通

させる利用者を特定することが有効である。また、HEVCで圧
縮されるコンテンツにも何らかの対応をしなければならない。
そこで、コンテンツプロバイダー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

図2　視聴状況取得と端末へのキーワード提示例
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3.5　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、インター
ネットを利用した動画配信技術の研究と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を
進めている。

■インターネットを利用した動画配信技術
ライブ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やモバイル端末など各種視聴端末に対
応可能な配信プラットフォームの開発に着手した。HTML5ブ
ラウザーベースの実用的な視聴プレーヤーを試作し、テレビ受
信機、モバイル端末、パソコンで正常に動作することを確認し
た。この結果をもとに、（一社）IPTVフォーラムの技術仕様（1）
の策定に寄与した。さらに、動画配信品質の計測機能を実装し
た視聴プレーヤーを用いて国内各地の被験者に向けた配信実験
を実施し、大規模配信の安定化に向けた基礎データを取得し
た。また、インターネット配信用の動画ストリームを生成する
ため、分散処理技術を応用したストリーム生成技術の検討を開
始した。複数のサーバーを連携させて大規模データを高速処理
する分散処理技術を用いて、放送用の映像ファイルから配信用
のストリームを生成する際の処理性能について検討を進め、生
成処理に使用するサーバー数とストリーム生成処理速度の関係や
入出力映像フォーマットの拡張性について基礎データを得た（2）。

■ IP伝送機器の開発
報道拠点等で収録、蓄積したカメラ映像の中から、放送局

が指定した時刻の映像を切り出してIP回線で伝送する蓄積映像
伝送装置を開発した。この装置は、映像を秒単位毎の複数の
ファイルに分割して蓄積する。さらに複数のファイルを同時伝
送する機能により、IP回線の帯域が変動する場合にも安定した
伝送を実現する。また、青色LEDを利用して、水中カメラで撮
影した映像をケーブル無しで安定して伝送する水中ワイヤレス
IP伝送装置を開発した。

■分散サーバー放送システム
過去に放送した大量の番組を気軽に視聴するために、放送

時刻や出演者などのタグを使ってザッピングしながら見たい番
組を探すことができるタイムザッピングシステムを提案してい
る。その実現に向けて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し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た。
2014年度は、2013年度に試作したタイムザッピングシステ

ムのタグ検索機能やインターフェース部分の改善を行い、シス
テム評価実験を実施した。タグ検索機能の改善では、タグデー
タのデータベースへの登録時に、放送時刻によるソートや、同
一時刻のタグ一覧を事前に作成することで、タグ検索の高速化

を図った（3）。また、過去4年分の番組情報、字幕情報から人名
を中心としたキーワード辞書を作成し、その辞書を使用して
1,000万件を超える番組に関連したタグを登録したデータベー
スを構築した。インターフェースの改善としては、リモコンデ
バイスでザッピングが簡単に行えるようにシステムの改修を実
施した（図1）。改修したシステムの評価実験を行い、システム
の操作性やザッピング機能を検証した（4）。実験ではタグザッピ
ングにより視聴者がこれまで見たことがない番組に出会い、そ
の番組の視聴が促進されることを確認できた。また、タイム
ザッピングシステムでの視聴状況を取得するため、収集した視
聴ログをもとに、指定したタグごとの視聴量をフレーム数で集
計して可視化できる視聴ログ可視化システムを開発した。
タイムザッピングシステムの番組閲覧プレーヤーを、視聴端
末ではなくサーバーで動かすことによって、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を開発した。従来、視
聴端末で行っていた処理をクラウド内のサーバーで行い、視聴
端末側では映像・音声の再生のみとすることで、安価な端末で
あってもさまざまな番組閲覧用のソフトウェアを使用すること
が可能となる。
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図1　リモコンを利用したタイムザッピングシステム

ムに埋め込むことが可能な電子透かし方法を開発した（2）。
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