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3.1　クラウド型メディア統合プラットフォーム

　インターネットを活用して、放送サービスをより身近で魅力
的にする技術の研究に取り組んでいる。2016年度は、配信経
路の違いや視聴端末の種類を意識せずに、いつでも簡単にコン
テンツを視聴できるようにするプラットフォームの研究と、ハ
イブリッドキャスト技術仕様2.0版に基づいた、より高度な放
送通信連携サービスの実現に向けた技術開発を進めた。

■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、スマートフォン、タブレットなど各種
端末で視聴可能になっている。このように番組視聴方法の多様
化が進む中で、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「メディア統合プラットフォー
ム」の研究を進めている。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。技研公開2016ではメディア統合エンジンを実装した試
作端末（1）を用いて、自宅や屋外などさまざまな状況に応じて適
切な手段が選択され、番組を視聴できる様子を展示した（図１）。

3　インターネット活用技術
　多様化する視聴者の生活環境に対応した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。
　クラウド型メディア統合プラットフォームの研究では、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、スマートフォンなど各種端末で視聴される中で、視聴者の状況に合ったメディアや配信元を
自動選択して番組を表示するメディア統合プラットフォームの研究を開始しシステムを試作した。実現に向け、
リンク記述法の検討や生活環境で放送と通信の受信状況測定実験を行った。
　また、ハイブリッドキャストにおける放送と通信の高精度同期機能を活用し、リアルタイムデータを放送に同
期提示するシステムの検証実験を行った。SHVマルチメディア放送について、MMT（MPEG Media Transport）
で多重化された、ARIB規格の汎用データ伝送方式を検証する受信機を試作し動作検証した。
　端末連携サービスの研究では、テレビとIT技術を連携させた新しいサービスシステムの研究を進めた。視聴ロ
グとスマートフォンの位置情報を連動させて情報を提示する行動位置連動サービスシステムの試作、8Kディス
プレー上で大量の動画を同時再生しタッチやジェスチャーで操作できる8K Time into Spaceの開発、AR

（Augmented Reality）技術をテレビに活用したAugmented TVの開発を進めた。また、テレビを一人で視聴して
いる時でもロボットと一緒に楽しめる環境を実現するテレビ視聴ロボットの研究を開始し、テレビ位置の検出や
番組関連の発話生成機能を開発した。
　番組情報利用の研究では、テレビ視聴と生活行動をつなぐ利便性の高い放送通信連携サービスの研究を開始し
た。スマートフォンを介して、テレビが多様なアプリやIoT（Internet of Things）機器と連携する基盤システム、
ハイブリッドキャストの共通コンパニオンアプリの拡張機能の設計と試作を行った。
　また、放送局のデータの利活用を目指し、Linked Data形式で公開する取り組みや、データ構造化による教育
やスポーツ分野の新サービスの開発、番組字幕に含まれる人物情報をWikipediaの見出し語にひも付けるエンテ
ィティリンキング手法の検討を行った。
　ハイブリッドキャストの普及に向けた技術検討として、受信機の性能向上をねらい、ブラウザーのパフォーマ
ンステストをIPTVフォーラムで実施するとともに、HbbTVとの相互運用検討のため、欧州でHbbTVの調査を行
った。
　ネット配信技術の研究では、2015年度に引き続きMPEG-DASH方式の動画視聴プレーヤーの開発を進めた。
同プレーヤー技術はIPTVフォーラムを通して同会員に公開し、民間放送事業者や配信事業者に広く利用され、新
たな配信サービスの創出に寄与した。安定性の高い動画配信の実現に向け、配信経路の混雑状況により、視聴者
端末ごとにきめ細かく配信経路を制御する技術や、アクセス数が増えても安定した品質でライブ動画配信を継続
できる技術として、伝送レート制御技術を開発した。
　セキュリティー基盤の研究では、クラウドサーバー上で視聴者の情報を保護しながら、サービス事業者の属性
に応じて閲覧権限を指定できる属性ベース暗号の研究を進め、端末処理負荷を抑える暗号方式や暗号化したまま
検索可能な暗号方式を開発した。また、IoT機器で安全に情報を秘匿するための軽量な共通鍵暗号の開発や、受
信機の復号鍵の不正コピーを防ぐ不正利用者追跡暗号技術の研究を行った。さらに、放送局のサイバーセキュリ
ティーに関する調査研究を開始した。
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　メディア統合プラットフォームを実現するため、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を行
っている。このリンク記述を用いることで、放送やインターネ
ットといったメディアを意識せずにSNSやメールなどを介し
て友人にお勧め番組のリンク情報を送り、視聴してもらうこと
ができる。2016年度は、異なる配信メディアで配信されてい
る同一のコンテンツをタイトルなどのメタデータから特定する
機能を試作し、有効性を検証した（2）。この機能を用いてリンク
が指し示すコンテンツを視聴できるメディアを導出することに
より、視聴端末で適切なメディアを選択することが可能になる。
　また、さまざまな視聴環境における放送やインターネットの
受信品質を把握するため、携帯型の放送・通信受信状況測定端
末を開発し、電車やバス、徒歩など実際の生活環境において測
定実験を行った（図2）。取得したデータから、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
減が可能であることを確認した（3）。

　このほか、日常生活のなかでメディア統合プラットフォーム
がコンテンツ視聴に活用されるシナリオを整理し、これに基づ
いて近未来の家族の生活を描いた映像コンテンツを制作し技研
公開で上映した（図3）。

■ハイブリッドキャスト高度化に向けた取り組み
　2013年にNHKがハイブリッドキャストのサービスを開始し
て以降、民放各社も順次サービスを開始し、さまざまなサービ
スが制作・提供されている。2014年には（一社）IPTVフォーラ
ムでハイブリッドキャスト技術仕様2.0版が規定され、ＮＨＫ
が提案する、放送番組と通信で伝送されるコンテンツの高精度
な同期提示やMPEG-DASH�（Dynamic�Adaptive�Streaming�
over�HTTP）方式を用いた動画配信が可能となった。これらの
機能を用いて、より魅力的なハイブリッドキャストサービスの
実現に向けた研究開発を行った。
　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
ているハイブリッドキャスト対応テレビ試作機に配信した（図
4）。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（4）。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（図5）。

図1　メディア統合プラットフォーム試作端末の動作例

図2　放送・通信受信状況測定端末

図3　メディア統合の活用例を描いた映像コンテンツ 図5　試作ハイブリッドキャストアプリ

図4　データ同期配信実験のシステム構成
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　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（5）。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提案し検証した（6）。

■SHVマルチメディア放送に向けた取り組み
　2018年に実用放送の開始が予定されているSHV衛星放送に
向け、SHVマルチメディア放送に関する標準規格の改定とその
検証を行うための研究開発を進めた。

　MMT（MPEG�Media�Transport）を用いて多重されたデータ

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、字幕を従来より豊かな表現で
提示できることを確認した（図6）。また、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（7）、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、アプリケーションで用
いるデータの頻繁な更新が可能となる。
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3.2　端末連携サービス

　インターネットやAR（Augmented�Reality:拡張現実感）技術
などのIT技術を活用し、テレビとスマートフォン、タブレット、
各種センサーなどのデバイスを連携させることで、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とそのシ
ステムの研究を進めている。

■行動位置に連動した番組関連情報提供技術
　番組の視聴が、テレビの前だけにとどまらず、日常生活のさ
まざまな行動の中で新たな気付きや価値を提供する行動連携サ
ービスの検討を行った。
　ユーザーの番組視聴ログを活用することで、視聴した番組に
関連する話題や情報を、スマートフォンの位置情報に連動させ
てユーザーに提示する行動位置連動型のプロトタイプシステム
を開発するとともに、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。これらの
ユースケースを統一的なアプリケーション上で扱えることを技
研公開2016で展示した（図１）（1）。スマートフォンを介して、
テレビの視聴とユーザーのネット行動、現実世界での行動とを

つなぐことで、屋外も含めた日常の生活の中でテレビの話題や
情報が生きる、新しいテレビ体験を実現できる可能性を示した。

■8Kディスプレー上でのインタラクティブ技術
　8Kディスプレー上でのインタラクティブサービスを可能に

図6　字幕データのアプリからの利用例

図1　行動連携サービスの試作例
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する、汎用的なウェブ技術を用いたユーザーインターフェース
（UI）と、大量の動画の同時再生が可能な映像表現技術“8K�Time�
into�Space”（2）の研究を進めた。
　UIの研究では、8Kディスプレーに表示されるウェブコンテン
ツをユーザーが直観的に操作できるようにするため、2016年
度はタッチセンサーに加え、ジェスチャー認識デバイスを用い
たシステムを試作した。これにより、8Kディスプレーの画面へ
のタッチ操作に加え、離れた位置からでも操作できる環境を実
現した。
　高精細の8Kディスプレーの特長を生かし、テレビ番組や映画
などの一つの映像を何百個もの動画に時分割し、すべての動画
を同時に再生することで番組全体を一目で見渡すことができる
映像表現技術“8K�Time�into�Space”を開発した。静止画を連
続表示して動画として見せる仕組みと再生の処理負荷を軽減す
るウェブ技術を開発したことで、映像の長さや分割数に依存す
ることなく、毎秒15フレーム以上で大量の動画を同時に再生可
能とした。さらに、上記のUIを活用し、番組全体を俯瞰した縮
小動画表示と、選択したシーンの高精細動画表示を自由自在に
行き来しながら番組を見る、新しい視聴スタイルを実現した。
8K�Time� into�Space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�2016」に採択され、受賞技術として「デジタルコ
ンテンツEXPO�2016」で展示した。この研究は、マサチューセ
ッツ工科大学メディアラボと共同で実施した。

■AR応用端末連携システム技術
　AR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。
本システムは、携帯端末の内蔵カメラを通して再撮したテレビ
画面の映像に、通信コンテンツとして提供する３次元CGなど
を同期して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。
　2016年度は、３次元CGオブジェクトの配置や形状を工夫す
ることにより，携帯端末の画面内外で連続的な空間表現を実現
する方式を開発した（3）。見る位置に応じた「見た目」の幾何学的
整合性を重視し、テレビ画面内の３次元空間を定式化する方法
を設計した。開発した方式では、例えばテレビ画面から物体が
直線的に飛び出す表現などにおいて、携帯端末の位置によらず
に自然な表現を可能にする。また、2015年度までに神奈川工
科大学との共同研究として開発した、携帯端末を持っていない
視聴者も同時にサービスを楽しめる技術方式について学会発表
した（4）。
　Augmented�TVは、映像情報メディア学会から2015年度技

術振興賞（コンテンツ技術賞）として表彰された。

■テレビ視聴ロボット
　高齢化や核家族化による独居世帯の増加、テレビ視聴形態の
多様化などにより、テレビを一人で視聴する人が増加し、複数
人で楽しむ機会が減少している。こうした社会の変化を踏ま
え、コミュニケーションロボットを利用することで、誰かと一
緒にテレビを楽しむことができるテレビ視聴環境を実現するた
め、テレビ視聴ロボットの開発を開始した。
　2016年度は、主に家庭内のリビングにおけるテレビと人の
位置の自動検出機能、視聴中のテレビ番組に関連した発話生成
機能を中心に開発を進め、実験用のコミュニケーションロボッ
トに実装した。
　テレビ位置の自動検出機能は、リビング内に置かれたロボッ
トに搭載したカメラで周囲を撮影し、撮影した動画像から輝度
差分とエッジの特徴量を抽出後、それぞれの重心位置を算出し
テレビ位置を検出する。リビングルームを模した実験室内で実
験を行ったところ（図3）、約88%の検出精度が得られ、各特徴
量単独の場合よりも精度を向上できることを確認した（5）。ま
た、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
ロホンアレイによる音源定位技術を用いて、人の位置検出機能
を試作ロボットに実装した。
　視聴中のテレビ番組に関連した発話生成機能では、ロボット
が人間のような感想などをつぶやく技術の開発を進めた。視聴
中のテレビの番組情報と字幕情報からその番組のジャンルに関
連の高いキーワードを抽出し、感情表現を表す言葉（行きたい、
見たい、食べたいなど）のテンプレート文章と組み合わせること
で発話文書を生成する。発話生成機能を試作ロボットに実装
し、ロボットがテレビや人の方向を向いてつぶやく動作を実現
した。

〔参考文献〕
(1)� �山村,池尾,馬場，藤沢，上原:�“テレビ視聴と生活行動とをつなぐ情

報提供手法の検討,”�映情学年次大,13D-3(2016)
(2)� �大亦,Lippman:�“8K�Time�into�Space:�Web-based�Interactive�

S to r yboa rd�w i th�P layback� fo r�Hund reds�o f�V ideos ,”�
Proceedings�of�the�2016�IEEE�International�Symposium�on�
Multimedia�(ISM�2016),�pp.413-418�(2016)

(3)� �川喜田，上原:�“Augmented�TVにおける2次元映像と3次元空間の
表現の連続性,”�第33回電子情報通信学会サイバーワールド研究

図2　8K Time into Space

図3　テレビ視聴ロボットによるテレビ検出実験
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会,�p.1-4（2016）
(4)� �川喜田，上原，中川，鈴木，鈴木，白井:�“ExPixelを用いたAugmented�

TVアプリケーションの検討,”�2016年映像情報メディア学会年次

大会講演予稿集,�11C-1（2016）
(5)� �星,�金子,�河合,�上原:�“家庭内リビングにおけるテレビ位置検出手

法に関する一検討,”�映情学冬大,�22B-6�(2016)

3.3　番組情報利用

　放送と通信の融合時代におけるコンテンツの接触機会とユー
ザー満足度の向上を目指し、放送局や外部事業者がコンテンツを
視聴者の生活に合わせた形で提供する仕組みを研究している。

■生活行動とテレビ視聴を繋げるためのシステム
　2016年度より、テレビ視聴とネット利用さらには現実の生
活行動をつないだ、利便性の高い放送通信連携サービスの実現
に向けた研究を開始した。今年度は、日常の利用時間が増加し
つつあるスマートフォン（スマホ）を介して、テレビがさまざま
なアプリケーション（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機能拡張する、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（1）（2）。ま
た、さまざま事例によるシステム検証を行い、拡張機能が実現
するサービスのフレームワークの汎用性を確認した。

■データ連携とデータ構造化技術
　放送局外の多様なサービスにおける放送局データの利活用の
可能性を探る取り組みとして、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
で外部に公開し開発者対象のコンテストイベントである「LOD
チャレンジJapan2016」と「RESAS×JAPAN�Hakathon」にデ
ータ提供パートナーとして、「MashupAwards2016」にAPI
（Application�Programming�Interface）パートナーとしてそれ
ぞれ参加した。また、神戸で開催された国際学会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。
　データの構造化技術を活用し、教育分野やスポーツ分野にお
けるNHKコンテンツの新たな展開を実現する新サービスのため
の開発に着手した。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を行った。本技術は
NHKのリオデジャネイロパラリンピックやNHKforSchoolのウ
ェブページで活用された。

■番組情報のエンティティリンキング
　番組の情報を実世界の「もの」や「概念」などの実体（エンティ
ティ）にひも付ける要素技術として、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を進めている。2016年度は、キーワード
として利用価値の高い人物キーワードに焦点を当て、字幕文に
登場する人物キーワードをWikipedia記事の見出し語にエンテ
ィティリンキングする手法を提案した（3）。提案手法では、
Wikipedia記事に出現するキーワード間の関係を解析すること
を基本としているが、人物キーワード間のリンク情報を解析し
てキーワードの曖昧性を軽減できる。提案手法を番組の字幕デ
ータに適用したところ、既存の手法より有意な改善が得られた。

■ハイブリッドキャストの展開
　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を進
めている。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を実施した（4）。放送事業者と受信機メ
ーカーが受信機のパフォーマンスの現状と課題を共有でき、サ
ービス向上や受信機性能の向上に生かすことが期待できると好
評を得た。
　ハイブリッドキャストコンテンツ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基本的なアプ
リケーション変換方式の検討・検証を行った。また、HbbTVの
実際のサービスの現状について欧州などで調査を行い、IPTVフ
ォーラムなどの場で報告した。

〔参考文献〕
(1)� �池尾,�大亦,�小川,�山村,�宮崎,�藤沢:�“放送とネットや実世界のサー

ビスを仲介するアプリケーションフレームワークの検討,”�情処学
全大,�(2017)

(2)� �小川,�池尾,�大亦,�藤沢:�“放送コンテンツを基点としたIoT機器連
携動作のためのアーキテクチャの検討,”�情処学全大,�(2017)

(3)� �浦川,�藤沢:�“オントロジーを活用したスポーツイベントと番組情
報の連携”,�映情学冬大,�25C-3,�(2016)

(4)� �苗村，宮崎，浦川，藤沢:�“グループ木構造グラフを利用した人物
キーワードのエンティティリンキング,”�信学会技術研究報告　
NLC言語理解とコミュニケーション,�vol.116,�no.213,�
NLC2016-21,�p.51-56.

(5)� �池尾,�松村,�藤沢,�武智:�“ハイブリッドキャスト受信機におけるブ
ラウザ性能評価手法に関する一考察,”�映情学冬大,�15B-3,(2016)

図1 スマホ基点の放送通信連携サービスのシステムモデル
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3.4　ネット配信技術

　インターネットによる大規模かつ安定な動画配信の実現に向
けて、動画視聴プレーヤー技術、受信状況に応じた配信経路制
御技術、動画配信の伝送レート制御技術の検討を進めた。

■動画視聴プレーヤー技術
　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�（MPEG�Dynamic�Adaptive�Streaming�
over�HTTP）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進めた（図1）。
　2015年度から、MPEG-DASHによる安定した動画配信サー
ビスの発展を目指し、技研で開発した視聴プレーヤーを（一社）
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を開始した。
2016年度は、番組の途中に別の動画を途切れることなく挿入
する機能など、放送局のサービス要件を実現するための拡張機
能と、それらを利用した視聴動作のカスタマイズのためのAPI�
（Application�Programming�Interface）の実装を進めた。さら
に、動画再生の基本操作やAPIの利用例を実装した開発用サン
プルプレーヤーと、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。
　こうした取り組みにより、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。また、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（1）。

■受信状況に応じた配信経路制御技術
　低コストで安定性の高い動画配信の実現に向けて、複数の
CDN（Contents�Delivery�Network）やクラウドサーバーで構築
した配信設備など多様な配信経路を利用し、視聴端末ごとにき
め細かく配信経路を制御する技術の開発を進めた。開発方式で
は、各視聴端末が計測した回線速度などの受信状況を配信側で
集約し、各配信経路の混雑状況を把握することで、視聴端末ご
との配信経路を決定する。視聴端末は配信側の指示に従い、配

信経路を切り替える。2015年度に技研で開発したMPEG-
DASH動画視聴プレーヤーに、受信状況を計測して通知する機
能と配信経路を切り替える機能を実装してプロトタイプを試作
した。2016年度は、試作システムをクラウドサーバー上で動
作させ、複数の配信サーバーを利用した配信経路制御の基本動
作の検証を行い、配信サーバーに輻輳が生じた際に余裕のある
別の配信サーバーに経路を切り替えることにより、視聴品質の
低下を抑制できることを確認した（2）。また、実際の動作の様子
を技研公開2016で展示した（図2）。

■動画配信の伝送レート制御技術
　視聴端末のアクセス数が増加しても、安定した品質でライブ
動画配信を継続できる技術として、配信サーバーの混雑状況に
応じて動画の伝送レートをきめ細かく制御する技術の開発を進
めた。開発方式では、配信サーバーに接続している視聴端末数
を常時監視し、接続する全視聴端末に対する動画の伝送レート
の合計が配信サーバーの送出容量未満になるように、伝送レー
トをリアルタイムに制御する。本方式を実装した配信システム
をクラウドサーバー環境で試作し動作検証を行った。その結
果、視聴端末数が増加して配信サーバーに混雑が生じる状況に
おいても、本方式を適用しない場合に比べ、画質変動を抑制し
安定した品質で視聴できることを確認した（3）。また、実際の動
作の様子を技研公開2016で展示した。

〔参考文献〕
(1)� �西村:�“ハイブリッドキャスト対応MPEG-DASH動画視聴プレー

ヤーの開発,”�映画テレビ技術,�no.771,�2016,�pp.46-47（2016）
(2)� �田中、西村、山本:�“動画配信における視聴端末の受信状況把握に

基づく配信経路制御方式,”�信学ソ大,�B-6-16（2016）
(3)� �黒住、小田、西村、山本:�“配信サーバの混雑状況に応じた伝送レ

ート制御による動画配信技術,”�映情学年大,11D-1�(2016)

図1　 MPEG-DASH動画視聴プレーヤーを用いた 
各種端末での動画再生の様子

図2　配信経路制御あり/なしによる視聴品質の比較

配信経路制御なし（従来方式） 配信経路制御あり（開発方式）
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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、
確実なサービス提供に利用できる暗号・セキュリティー技術の
研究を進めた。

■クラウド活用のための暗号アルゴリズム
　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。さらに、視聴者が予期し
ない新しいサービスに出会うためには、より多くの事業者に情
報を提供する必要がある。このとき、視聴者の情報をクラウド
サーバー上に保管し、さまざまな事業者が情報にアクセスでき
れば効率的であるが、視聴者の個人情報を保護するため、情報
を閲覧できる事業者を制限することが求められる。そこで、事
業者の属性に応じて情報の閲覧権限を指定することができる属
性ベース暗号の研究を進めた。視聴者端末で行う暗号化処理の
負荷を抑えるために、処理を分割しクラウドサーバーが一端を
担うことができる暗号方式を開発した（1）（2）（3）。さらに、事業者
が閲覧できるデータを必要なデータだけに絞り込むため、暗号
化したまま検索することが可能な暗号方式を開発した（4）。
　また、2015年度までに開発した属性ベース暗号を有料放送
サービスに利用する時に、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を開発した（5）。

■暗号アルゴリズムの軽量化
　さまざまな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。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するため、軽量な共通鍵暗号を開発し
た。

■不正利用者追跡暗号技術
　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、不正コピーされた復号鍵を特定できる暗号の研究を進
めた。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してそ
の鍵を割り出す必要があるが、海賊版受信機にテストの実施が
検知されると、受信機の動作を止めてテストを妨害することが
可能になってしまう。この対策として、実サービスとテストが
区別できないようなコンテンツ配信方法を提案した（6）。

■サイバーセキュリティー強化に関する調査研究
　放送局におけるサイバーセキュリティーに関する調査研究を
開始した。サイバー攻撃技術の事例調査を通じて、放送局に対
するサイバー攻撃のリスクを分析した。また、国内外の放送業
界におけるサイバーセキュリティーの動向を調査した。
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