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3.1　放送連携クラウドサービス

　2013年にNHKでサービスを開始したハイブリッドキャスト
は、番組連動型サービスの提供や民放各社の参入などを経て、
順次、提供の幅を拡大している。2015年度は、ハイブリッド
キャストサービスの高機能化や一層の普及促進のための取り組
みを行った。あわせて、8Kスーパーハイビジョンの試験放送に
向けた国内外の標準化と実証的な検証を推進した。

■ハイブリッドキャストの高機能化
　2014年６月に（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2.0版により、放送番組と通信で伝送さ
れる番組・データとの高精度同期提示、MPEG-DASH（Dynamic 
Adaptive Streaming over HTTP）方式でのVOD（Video on 

Demand）、放送外マネージドアプリケーション（以下、アプリ）、
受信機メーカーに依存しない端末連携用プロトコルの共通化な
どのハイブリッドキャストを高機能化するサービスが可能とな
った。
　ハイブリッドキャスト高機能化に関連する内外の標準化活動
に積極的に対応した。ハイブリッドキャスト運用規定に対して
MPEG-DASH関連規定の改定やTTML（Timed Text Markup 
Language）字幕に関する規定を追加した運用規定2.2版の策定
に貢献した。また、高機能化に必要となる（一社）電波産業会

（ARIB）の規格改定にも寄与した。並行して実証的な検証に継
続的に取り組み、その結果の一部を技研公開2015で展示した。
　高精度同期提示の研究では、放送番組と同時に通信でタブレ
ット端末に伝送される別映像を放送番組と同期して視聴したり
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　放送と通信の融合時代にふさわしい新たなサービスの実現を目指し、インターネット活用技術の研究を進め
た。
　放送連携クラウドサービスの研究では、2014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2.0版の機能実証や標準化への寄与、ベンチマークテスト開発など普及促進のための取り組みを推進し
た。新たな標準化への取組みとしては、MPEG-DASH（Dynamic Adaptive Streaming over HTTP）関連の運用
規定の改定やTTML（Timed Text Markup Language）字幕の運用規定の策定への寄与を行った。動画配信方式と
してMPEG-DASHのハイブリッドキャストへの適用を目指し、対応プレーヤーの開発や検証を行った。
　また、2016年の8Kスーパーハイビジョン（SHV）試験放送開始に向け、マルチメディア放送関連の（一社）電波
産業会（ARIB）標準規格の改定および運用規定の策定に寄与した。文字スーパー・字幕方式では、通信との共用
を考慮したARIB-TTMLが策定され、検証を行った。
　放送通信連携システムの研究では、従来のテレビに限定しない新しいサービスの検討を進めた。モバイル端末
向けの番組情報提供サービスやSHVにタッチパネルを付加した新しい視聴空間を検討した。テレビと携帯端末
が連携したAR（Augmented Reality）技術によるAugmented TVの主観評価実験やデジタルサイネージ応用を行
った。
　番組関連情報利用の研究では、番組関連情報を活用したサービス創出の可能性を示すため、LOD（Linked Open 
Data）形式で活用するAPI（Application Program Interface）開発とLOD形式の番組表情報の公開、セマンティッ
クウェブ技術を使った教育分野のアプリケーションを試作した。
　番組解析技術の研究では、出演者のカット単位の自動認識やサッカーボール自動追跡などの番組シーン解析の
システム開発を進めた。視聴状況解析の実験では、一部の映像内容と表情や生体反応の間に一定の反応傾向があ
ることを確認した。また、SNSで視聴者の反響の大きい番組シーンを視覚的に確認する可視化システムを試作し
た。
　分散サーバー放送システムの研究では、これまで開発してきたタイムザッピングシステムに、タグを用いたザ
ッピングの利用を促進する機能の追加と評価実験を行い、効果を確認した。端末性能に依存しないシステムを目
指し、視聴ソフトウェアをクラウドサーバーで実行する開発も行った。
　動画配信技術の研究では、受信機やスマートフォンなど各種端末に向けた安定配信のため、動画ストリーム生
成技術、MPEG-DASH視聴プレーヤーの技術検討を進めた。MPEG-DASHのブラウザー実装上の問題点を明ら
かにし、W3C（World Wide Web Consortium）の技術会合で民放と共同で課題提起の報告を行った。
　セキュリティー基盤では、視聴者の情報をクラウドサーバー上で安全に保管・提供する属性ベース暗号システ
ムの研究を進め、一部の暗号化をクラウド上で行い端末負荷を軽減する安全な暗号方式を開発した。また、受信
機の暗号用復号鍵の不正コピー防止のための暗号技術や、スクランブル用の暗号方式の更新技術の研究を行っ
た。
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（図１）、得点した選手や得点推移など、番組に関連したデータを
放送番組と同期して文字や図形で提示できることを検証した（1）

（図２）。また、タブレット端末への映像配信方式としてMPEG-
DASHを使った同期提示についても確認した（2）。

　コンテンツ配信方式MPEG-DASHのハイブリッドキャスト
での実用化を進めるため、対応プレーヤーの開発、テストスト
リームの作成、各メーカー製テレビでの再生検証などを実施し
た。広告挿入機能など、多様な要件の検証を目的に、民間放送
事業者と連携して研究を進め、これらの成果とともに技研公開
2015で展示した（図３）。

　放送外マネージドアプリは、放送事業者以外がアプリを提供
し、視聴チャンネルに依存せず利用可能な方式で、新たなサー
ビスとビジネスモデルの実現を可能とする。2015年度は、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を
試作テレビで検証した（図４）。

　テレビと連携端末の間の通信プロトコルを共通化すること
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）によって端末の連携が可能となる。この
共通通信プロトコルおよび共通コンパニオンアプリの仕様を検
討し、IPTVフォーラムと連携して実証を進めている。

　今後も高機能化サービスの実現に向け各種サービスの試作と
技術検証、さらには運用規定の策定などの標準化を推進してい
く。

■ �ハイブリッドキャストの普及促進に向けた取り
組み

　ハイブリッドキャストの一層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。
　ベンチマークテストの開発は、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である。今年度は基本的な処理性
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、IPTVフォーラムによるパフ
ォーマンステストイベントで会員社向けに公開した。今後はネ
ットワーク処理関係の性能把握など、MPEG-DASHの運用にも
寄与するテストの開発を継続する。
　国内の活動にとどまらず、国際的な標準化・規格化団体とも
連携を強めて活動した。国際電気通信連合無線通信部門

（ITU-R）リポートへのVOD方式の追加対応、W3C（World Wide 
Web Consortium）の総会であるTPAC（Technical Plenary/
Advisory Committee Meeting）札幌大会での高機能化の概要紹
介とデモの実施、ABU（Asia-Pacific Broadcasting Union）で
の放通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詳細仕様への理解の向上に努
めた。

■SHVマルチメディア放送へ向けた取り組み
　2016年に予定されるSHV試験放送に向け、標準規格の改定
および運用規定の策定、これらの実験的な検証と本設備整備へ
の反映を目指して研究開発を進めた。
　2014年に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関
係などの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

図１　通信で伝送される映像との高精度同期提示例

図２　通信で伝送されるデータ情報との高精度同期提示例

図３　MPEG-DASH方式によるVODのサービス例

図４　試作アプリの例
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でのデータコンテンツ伝送を検証する実験システムを開発し
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ARIB-TTMLが策定された。技研では、ARIB-TTML検証シ
ステムを試作し（3）、技研公開で展示した（図５）。
　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。

　より応用的な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）。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（4）。
　また、SHVの放送以外の利活用検討と海外展開が可能なアプ
リケーションの開発を目的に、マサチューセッツ工科大学のメ
ディアラボと共同研究を実施した。

■放送通信アクセス共通化
　異なる伝送路で伝送される番組やVODの番組を、多様な受信
端末で統一的な方法で視聴可能とする番組視聴プラットフォー
ムの設計と基本的な検証を実施し（5）、技研公開で展示した（図
７）。今後、分散サーバー放送システムの研究の成果などと統合
して、将来の放送通信連携サービスの基盤とすべく研究を継続
していく。

〔参考文献〕
（1）  広中，大西，馬場，松村，真島：“放送通信連携サービスにおける

放送映像と時刻情報付きデータの同期技術，” 映像学年次大，33D-
5 （2015）

（2）  大西，広中，大亦，松村，真島：“MPEG-DASHを用いたマルチ
スクリーン端末における放送通信同期手法,” 映像学技報，Vol.39, 
No.13, BCT2015-38, pp.17-20 （2015）

（3）  馬場：“スーパーハイビジョン衛星放送における字幕方式とサービ
ス事例，” 映情学誌，Vol.69, no.7, pp.693-696 （2015）

（4）  池尾，松村，藤沢，武智：“8Kハイブリッドキャストアプリケー
ションの開発から得られた課題，” 映情学年次大，34D-1 （2015）

（5）  遠藤，大亦，松村，藤澤，加井：“放送通信統合型コンテンツ視聴
プラットフォームの提案，” 第14回 情報科学技術フォーラム

（FIT），M-021 （2015）

3.2　放送通信連携システム

　インターネットやスマートフォンなどのIT技術を活用するこ
とで、テレビ視聴体験の実生活体験への拡張や新しい視聴空間
のデザイン、AR（Augmented Reality）技術を放送に応用した
新たなサービスなど、テレビ放送の枠を越えた新しいユーザー
体験を提供するサービスシステムの研究を進めている。

■モバイル端末を活用した番組情報提供サービス
　従来のテレビメディアは、テレビ受信機の前の視聴者に放送
波を介して情報を提供してきたが、モバイル端末によるインタ
ーネットメディアの利用が中心のユーザーに対しても効果的に
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
技術の研究開発を行っている。

図５　8KスーパーハイビジョンでのTTML表示例

図６　8Kハイブリッドキャストサービスの試作例

図７　放送通信アクセス共通化実験装置
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　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（1）。今後、本プロトタイプシステムを用いて、ユーザ
ーの位置に連動した番組情報の提示の効果について評価する。

■新しい視聴空間のデザイン
　8Kスーパーハイビジョン（SHV）に新たなユーザーインター
フェース（UI）を導入することで、これまでにないユーザー体験
の創出やサービス利用の満足度の向上を目指して、インタラク
ティブサービスの検討を行った。SHVに、スマートフォンで用
いられているタッチセンサーを付加した8KタッチUI検証シス
テムを試作した（2）。このシステムは、タッチセンサーが SHV以
上の十分な分解能を持つこと、8Kハイブリッドキャストなどの
HTML5アプリでタッチイベントの処理が可能であること、ス
マートフォンで実現されている基本的なタッチ操作に対応でき
ること、大画面において複数の人が同時に操作できることなど
の要件を満たしている。本システムによって、大画面・高精細
という SHVのテレビ視聴だけでない活用方法を検討するため
のアプリケーション制作環境を構築することができた。

■AR応用端末連携システム技術
　AR（Augmented Reality:拡張現実感）技術を放送サービスに
応用し、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末を使って
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（3）。本システムは、携帯端末の
内蔵カメラを通してテレビ画面を再撮した映像に、通信コンテ
ンツとして提供する３次元CGなど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。
　2015年度は、携帯端末においてカメラ映像と通信コンテン
ツの同期のずれが及ぼす影響について調べるために主観評価実
験を行った（4）。実験では、精密に同期を表現するためにCGによ
るバーチャル環境においてAugmented TVをシミュレートする
ソフトウエアを構築し、画面から小さな黒い球が飛び出してく

る評価映像を被験者に提示した。主観評価実験の結果、同期の
ずれの許容度は0.03秒程度であり、これまで開発してきた同期
方式の精度の有効性が確認できた。
　Augmented TVのコンテンツ産業分野への波及効果を検討す
るため、デジタルサイネージへの応用として、縦型のサイネー
ジディスプレーを用い、NHKスペシャル「生命大躍進」の古代生
物がテレビ画面から飛び出す体験型のコンテンツを制作した

（図１）。Augmented TVは、経済産業省のコンテンツ技術イノ
ベーション促進事業の一環として実施された「Innovative 
Technologies 2015」に採択され、受賞技術として「デジタルコ
ンテンツEXPO 2015」で同コンテンツを展示した。

〔参考文献〕
（1）  山村，大亦，上原：“屋外行動位置を利用した番組提示システムの

提案と試作，” 信学技報，Vol.115，No.295，pp.53-58 （2015）
（2）  大亦，松村，中川：“８Ｋインタラクティブサービスのためのタッチ

インターフェースの導入の検討，” 映情学年次大，34D-5 （2015）
（3）  川喜田，中川，佐藤：“携帯端末によるTV画面の位置と姿勢の推

定方法，” 情処学論コンシューマ・デバイス＆システム, Vol.5, 
No.4, pp.61-69 （2015）

（4）  川喜田，半田，上原，中川，佐藤：“Augmented TV における同
期誤差に起因する不連続性に関する考察，” 第20回日本バーチャ
ルリアリティ学会大会論文集, pp.240-241 （2015）

3.3　番組関連情報利用・番組解析技術

　より魅力的な放送通信連携サービスの実現を目指して、番組
関連情報の利活用技術や番組シーン解析技術、視聴状況解析技
術の研究を進めた。

■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
局が保有する放送時間や内容などの番組関連の情報を計算機が
可読なLOD（Linked Open Data）形式に構造化し、放送局やさ
まざまな事業者のサービスが利活用できるようにする番組情報
データハブの研究を進めている。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API（Application Programming 
Interface）に関し、基本APIに加えて、さまざまな利用形態を想

定し、簡単な問合せで必要な詳細情報を一度に取得可能なAPI
を設計整備した。これにより、複雑なデータ構造の知識がなく
ても番組情報データハブを活用できるようになった。また、
NHKの健康関連番組のインターネットサービスを例に構築し
た以下の試作を通じて、データハブおよびAPIの有効性を示し
た。
◦ 現在サービス提供中の「マイ健康」サイトに、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
実装した試作健康サービス

◦ ウェブブラウザー上でユーザーの興味に関連した健康番組情
報をいつでも表示できるマイ健康ディクショナリー

◦ テレビ番組視聴中に、番組内で出てきたキーワードに関連し
た健康関連番組・ウェブサイトの情報を手元のタブレットで

図１　�Augmented�TV（恐竜のCGがタブレット画面上でサ
イネージから飛び出す様子）
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閲覧できるハイブリッドキャストアプリケーション
　さらに、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（図１）、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。
　教育分野における検証も行った（1）。NHKコンテンツの新たな
展開を実現するため、セマンティックウェブ技術を活用し、メ
タデータ生成および百科辞典サービスへの動画連携などのアプ
リケーション開発を行った。また、国際展開の１つとして、LOD
を介することにより、日本語以外のウェブサイトとNHKコンテ
ンツが容易に連携できることを示した。

■視聴メタデータ生成技術の研究
　個人の視聴スタイルや興味に応じた番組情報の提供を目指し
て、番組のどのような内容に興味を持つのか、番組シーン解析
と視聴状況解析の両面から研究を進めた。番組シーンとしては
映像内の主要被写体を認識する手法、視聴状況としては視聴者
の生体反応を含む基礎的解析とTwitterなどのSNS解析を行っ
た。
　番組シーン解析では、情報番組を対象として、主要な出演者
をカット単位で自動認識する手法を考案した。吹き出し風のセ
リフ表示を想定して番組映像で実験を行い、その有効性を確認
した（2）。また、スポーツ番組を対象として、サッカー映像から
ボールを自動追跡するシステムを開発した（図２）。ボールの

「動き」を学習することで、追跡精度を向上させ、音声マイクの
制御を目的とした放送現場の実地テストで実運用可能な性能で
あることを確認した（3）。他のスポーツ競技においても、多視点

映像や赤外線映像を活用して、高速移動オブジェクトを頑健に
追跡する手法を考案した。
　視聴状況の基礎的解析では、映像の内容と視聴者の表情変化
や生体反応の関係を究明することを目的に、視線、瞳孔径、基
礎律動、心拍、鼻部温度、表情を複数のセンサーデバイスによ
り計測が可能なコンテンツ視聴実験環境を構築した。NHKのコ
ンテンツを含む９種類の映像を用いた視聴実験で、被験者の表
情変化や生体反応を解析したところ、映像の種類によっては一
定の反応傾向が見られることを確認した。この研究は、早稲田
大学と共同で実施した（4）。
　SNSの解析では、番組に対する視聴者からの反響を効率的に
解析する手段として、個々のツイート・データを話題単位でまと
めた上で、注目する話題に対応する番組シーンをインタラクティ
ブに提示するデータ可視化システムを試作した。本システムに
より、Twitterでの反響が大きかった話題（トピック）や発言対象
となった番組シーンを視覚的に確認できるようになった（5）。
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3.4　ネット配信技術

　ネットワークを利用した番組配信の実現に向けて、分散サー
バー放送システムの研究とインターネットを利用した動画配信
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
　長期間の過去の放送番組を蓄積し、蓄積した大量の番組の中
から気ままにザッピングしながら見たい番組を視聴する、タイ
ムザッピングシステムの検討を進めた。

図１　LOD提供サービスのウェブサイト

図２　サッカーでのボール追跡・軌跡可視化例

ボール軌跡（黄）
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　2014年度に実施したシステム評価実験のデータから、時間
によるザッピング操作に比較して、タグによるザッピング操作
の利用頻度が低いことが分かり、2015年度はタグの利用を促
進するため、番組視聴ソフトウェアの操作インターフェースの
改修と、タグのデータベースの拡張を行った。操作インターフ
ェースの改修では、ザッピングの種類選択メニューの整理と、
サムネイル画像表示を使ってザッピングできる機能の追加を行
い、操作性の向上を図った（図１）。また、視聴中の番組に関連
したタグを有効に利用してもらうため、多数のタグの中から番
組に関連が高いタグを上位に提示するタグのランキング手法を
提案した。提案手法は、EPG（電子番組ガイド）に付与されてい
るジャンル情報を使い、タグの表示順をソートするもので、タ
グの頻度情報の再計算を不要とする計算コストの少ない手法で
ある。
　改修した視聴ソフトウェアを用いて、どれだけ容易に見たい
番組を発見できるか評価実験を実施し、タグを用いたザッピン
グによって、視聴者が見たいと思う番組を、短い時間でかつ少
ないザッピング数で多く発見できることが確認できた（1）。ま
た、タイムザッピングシステムで収集した視聴ログをもとに、
ユーザーの番組ザッピングによる視聴履歴を可視化するシステ
ムを開発した。
　さらに、受信端末の性能に依存せずに番組を視聴できる放送
システムの実現を目指し、視聴ソフトウェアをクラウドサーバ
ー上で実行し、その処理結果を視聴端末に送るクラウド型視聴
システムの開発を進めている（2）。2015年度は、2014年度に開
発したプロトタイプシステムを商用クラウドサービス上で稼働
させ、システム性能評価を実施した。また、マルチユーザーで
の再生方法と、映像と音声の同期方法の改修を行った。

■インターネットを利用した動画配信技術
　インターネットによる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、動画ス
トリーム生成技術、およびMPEG-DASH視聴プレーヤー技術の
検討を進めた。
　動画ストリーム生成技術については、2014年度に行った動
画処理性能に関する分散処理技術の基礎実験で得た知見に基づ
き、動画データを複数のサーバーで分割処理した後、タイムス
タンプに基づいてリアルタイムに結合できるMPEG-DASH配
信システムを試作し、動作検証を行った。その結果、放送品質
の動画ストリームを安定して生成できることを確認し、動画ス
トリーム数とその生成に必要となるサーバー規模との関係を明
らかにした（3）。また、映像ストリーム生成の高速化も検討した。
分散処理サーバーのメモリサイズを検出し、その検出値と動画
の分割サイズとを一致させる機能を備えることで、サーバー間

通信の負荷を削減する手法を考案し、実験によりストリーム生
成を高速化できることを確認した（4）。
　MPEG-DASH視聴プレーヤー技術については、2014年度に
プレーヤー（図２）の拡張機能として実装した回線速度など受信
状況の計測機能を活用し、インターネットの混雑を避けるよう、
端末ごとにきめ細かに配信をコントロールする手法の開発を進
めた。具体的には、各プレーヤーで計測した受信状況を配信側
に集約して各プレーヤーの配信経路を決定し、それに応じて各
プレーヤーが配信経路切り替えを行う機能を試作し動作確認を
行った。また、モバイル端末用に、複数の視聴者が同じ動画を
視聴する場合を想定して、通信事業者の通信経路と端末間に開
通させた通信経路とを切り替える機能を実装したアプリケーシ
ョンを試作し、プレーヤーと組み合わせた実験システムにより
動作確認を行った（5）。さらに、テレビ受信機などのように、CPU
とメモリー容量がパソコンと比較して性能が低い端末であって
も、プレーヤーにより安定再生できるようにするため、現状の
ブラウザーが有する実装上の問題点を室内実験で明らかにし
た。
　上記の問題点については、ウェブ技術の国際標準化団体であ
るW3C（World Wide Web Consortium） のWeb and TV 
Interest Group会合において、民間放送事業者と共同で課題提
起のために報告した（6）。また、MPEG-DASHによる動画配信の
相互運用性の確保に向けた技術検証のため、（一社）IPTVフォー
ラム会員にプレーヤーを提供した。
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図１　タイムザッピングシステムの番組視聴ソフトウェア

図２　各種端末対応のMPEG－DASH視聴プレーヤー

各種端末でのＭＰＥＧ－ＤＡＳＨ視聴プレーヤー再生状況
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3.5　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・認証技術、不正利用者追跡暗号利用技術、スクランブル
更新技術の研究を進めている。

■ �インターネット活用のための暗号・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インターネットを活用
した放送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。事業者の数が多くなると視
聴者端末での暗号化の負荷が増大する課題が生じる。また、視
聴者にとって未知な新し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がない事業者からのサービス提供が
想定される。視聴者端末の負荷を増大させずに、予期しないサ
ービスを享受するためには、視聴者の情報をクラウドサーバー
上に保管し、既知の事業者だけではなく、任意の事業者に情報
にアクセスしてもらうことが効率的である。ただし、視聴者の
個人情報を保護する観点からは、情報を閲覧できる事業者を制
限することがより安全である。このため、視聴者が事業者の属
性を用いて情報を閲覧できる権限を指定することができる属性
ベース暗号システムの研究を進めた。そして、視聴者端末の負
荷を抑えるために、暗号化処理を分割しクラウドサーバーがそ
の一端を担うことができる暗号方式を開発した（1）（2）。
　また、2014年度に開発した署名鍵の効率的な更新や失効が
可能な署名方式を利用したアプリケーション認証システムにつ
いて、署名鍵配布サーバーなどの運用条件を検討し、現実に即
した実用的な方式に改良した（3）。

■不正利用者追跡暗号利用技術
　受信機に装備される暗号用の復号鍵の不正コピーを防ぐ対策
として、不正利用者追跡暗号の研究を進めた。
　復号鍵の不正コピーが、どの受信機から行われたかを特定す
るためには、各受信機で異なる復号鍵を持つ必要がある。さら

に、コピーの復号鍵を用いて作られた海賊版受信機をテストし
てその鍵を割り出さなければならない。その際、海賊版受信機
にテストの実施が検知されると、テストを実施できないように
受信機の動作を止めて妨害することが可能になってしまう。そ
こで、実サービスとテストと区別できないようなコンテンツ配
信方法を提案した（4）。

■スクランブル更新技術
　スクランブル方式の安全性の維持のため、使用される暗号方
式の更新方法の研究を進めた。
　暗号方式の更新の過渡期では、新旧２つの暗号方式が使用さ
れる。この更新方法について、フル画面では映像再生できない
が、部分的に再生できてしまう海賊版受信機を考慮して、安全性
を評価し、実用上問題ないレベルであることを証明した（5）（6）（7）。
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