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3.1　コンテンツ提供基盤

インターネットを活用して放送サービスをより身近で便利に
する技術の研究を進めている。2017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メディア統合プラットフォームの研究にお
いて、複数のメディアや事業者を想定したサービス設計などを
進めた。また、IP配信における多様な視聴形態の実現と高レス
ポンス化の研究を実施した。さらに、2018年12月に開始され
る新4K8K衛星放送に向け、マルチメディアコンテンツの交換
方式の策定など国内外の標準化に寄与した。

■メディア統合プラットフォームの研究
放送だけでなく、インターネット上のさまざまなメディアで

テレビ番組が配信され、テレビ受信機以外のスマートフォンや
タブレットなど各種端末での視聴が増加している。番組視聴方
法の多様化が進む中で、ユーザーの状況に合った適切なメディ
アを自動選択して番組視聴を可能と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。これまで試

図3-1　メディア統合プラットフォームの実機実装例

多様化する視聴者の生活環境に対応した“公共メディア”の実現に向けて、インターネット活用技術の研究を進め
た。
メディア統合プラットフォームの研究では、テレビ番組の配信メディアや視聴端末の多様化に対し、ユーザーの
状況に合った適切なメディアを自動選択するシステムの検討を進めた。スマートフォンへの実装を行うとともに、
ユーザー評価実験で方式の有効性を確認した。また、配信メディアによらないコンテンツへのリンク記述法や、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の設計・検証を行った。
動画配信技術では、多視点カメラの映像の視点を、ネットを通してスムーズに切り替えて視聴できるストリーミ
ング技術や、360度カメラ映像をテレビで視聴可能にするサーバーサイドレンダリング技術を開発した。また、視
聴端末数が増加した際に安定した動画配信を実現する伝送レート制御技術のライブ映像対応を行った。
SHV衛星放送の開始に向けて、マルチメディアコンテンツ交換方式や文字符号方式についてARIB規格の策定・
改定に寄与した。
サービス連携技術の研究では、テレビ視聴と生活行動をつなげ、新しいテレビ体験を提供する行動連携技術の
研究開発を進めた。ハイブリッドキャストテレビで連携サービスを実現するため、端末連携アーキテクチャの検討
を行い、民間放送事業者やメーカーなどの協力を得て、サービス事例の開発・展示を行うとともに、IPTVフォー
ラムにおいて標準化を推進した。また、IoT（Internet of Things）機器との連携技術の検討や音声アシスタントデバ
イスをつなげる仲介機能の開発を行った。
また、ハイブリッドキャスト普及促進のため、パフォーマンステストイベントの実施に寄与するとともに、国際
展開でも欧州のHbbTV方式との相互運用を可能にする技術手段の検討を進めた。
番組情報利用の技術では、データ構造化の研究を進め、小中学生の理科の学習指導要領から動画を体系化した

「りかまっぷ」の実現や、高校講座と関連動画を一緒に視聴することによる教育効果の実証実験を行った。
テレビを視聴者と一緒に楽しむ視聴ロボットの研究では、実験用コミュニケーションロボットを使った試作機を
開発するとともに、テレビや人の方向の検出機能や番組に関連した発話機能の開発を進めた。
AR（Augmented Reality：拡張現実感）技術については、眼鏡型ARデバイスの普及を想定し、実空間上に配置す
る仮想的な2次元映像“Virtual TV”による視聴体験の検討を行った。
セキュリティー技術の研究では、視聴者の嗜好に応じたサービス実現のために、視聴者の情報をクラウド上で暗
号化したまま、事業者の属性に応じて情報の閲覧や検索を可能にする暗号方式の研究を進め、PC上への実装と動
作の検証を行った。また、デジタル署名の安全性の強化やスクランブル方式の更新方法の研究も行った。さらに、
放送局のサイバーセキュリティー対策の状況の調査を行った。

3　インターネット活用技術
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作・検証を進めてきたメディア統合エンジンと、その動作に必
要となるソフトウエアコンポーネントを、携帯事業者と連携し
て市販のスマートフォンに試験的に実装し、家庭や屋外など、
さまざまな状況に応じて適切な手段で番組を選択・視聴できる
様子を技研公開2017で展示した（図3-1）。
また、家庭内の視聴環境に合わせて、番組録画装置との連
携や、スマートフォンからテレビでの視聴への円滑な移行が、
メディア統合プラットフォームで実現可能なことを示した。
実際の生活環境における放送と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、生活環境において測定実験を行っ
た（1）。その結果を、グローバルプラットフォームに関する
ITU-RレポートBT. 2400に、配信モデルとともに反映した。
2017年度は、メディア統合プラットフォームの各機能要素

について、設計とその機能検証を進めた。まず、配信メディア
によらずコンテンツを指定できるリンクの記述法とその生成手
法を提案した。コンテンツが、放送とネット同時配信とVODで
配信される実験環境を構築し、提案するリンクの生成・解決モ
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デルの検証を行った（2）。
また、受信端末の要求に応じて番組の配信情報を提供する
番組配信状況管理サーバーに関し、目的や対象が異なる複数
のサーバーが連携して動作するモデルで実験システムを試作
し、検証を行った（図3-2）。このモデルでは、全てのユーザー
に共通な番組情報を処理するパブリックサーバー、番組録画機
器などユーザーごとに異なる番組の情報を処理するプライベー
トサーバー、ショッピングモールや避難所など視聴できるエリ
アが限定される番組の情報を処理するアドホックサーバーを組
み合わせることにより、ユーザーの生活スタイルや利用状況に
応じた適切なコンテンツ視聴を実現する（3）。
さらに、番組配信状況管理サーバーについて、より現実的な
サービス形態を考慮し、それぞれの番組を配信する事業者の番
組配信情報を参照して配信状況を生成・応答するシステムのモ
デル検討と試作を行った（図3-3）。パブリック管理サーバーに
ゲートウェイ機能および同一コンテンツ特定機能を設けること
により、受信端末の要求に応じて複数の事業者サーバーから配
信情報が取得可能であることを示した（4）。
メディア統合プラットフォームの有効性を確認するため、一
般ユーザーによる評価実験を2017年12月に実施した。まず、
1,000名によるウェブアンケートを実施し、視聴している動画
のジャンル、利用機器、視聴メディア、動画情報の他者との共
有方法を調査・把握した。その結果を基に、試作システムを
使って被験者50名による評価実験を実施し、番組を選択・視
聴するまでの所要時間の大幅な減少や、メディア統合プラット
フォームに対する高い利用要望を確認することができた。

■多視点ストリーミング技術
新たなユーザー体験の提供に向けた動画配信技術として、多
視点ロボットカメラの映像をネット配信し、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、全視点の映像をサムネイルとして1画面に収め
た視点選択操作用の映像をMPEG-DASH（MPEG Dynamic 
Adaptive Streaming over HTTP）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の切り替えを可能とした。
また、複数カメラ映像のライブストリーミングを行う配信シ
ステムと、ウェブ標準技術のJavaScript、CSSにより実装した
視聴アプリケーションによる実験システムを試作し、PCやス
マホのウェブブラウザー上のタッチ操作に合わせてスムーズに

視点を切り替えられることを確認した（5）。技研公開2017では、
9台の多視点ロボットカメラ映像で動作する試作システムを展
示した（図3-4）。

■サーバーサイドレンダリング技術
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

レビのようにCPUやメモリーに制限がある端末でも視聴でき
る、サーバーサイドレンダリング技術を開発した。
テレビのリモコン操作情報をクラウド上のサーバーに送信

し、操作情報に応じてサーバー上で描画処理した映像を
WebRTC（Web Real-Time Communication）技術によって低遅
延でテレビに伝送することで、コンテンツのインタラクティブ
なテレビ視聴を可能とした。
本技術の実験システムを試作し、リモコン操作からテレビ上

で応答が確認できるまでの時間を計測した結果、描画映像の解
像度等を調整することで、0.1秒以下の応答時間を実現できる
ことを確認した（6）。技研公開2017では、360度カメラを用い
た試作システムを展示した（図3-5）。

■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

動画配信を継続するための技術として、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。2017年度は、2016年度までに開発した伝送レート
制御技術をライブ映像入力に対応させた。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、インターネット
を介してライブ映像を試作システムへ入力して動作検証を行っ
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（7）。

■テレビ向け動画配信普及に向けた取り組み
ハイブリッドキャストをはじめ、テレビ向け動画配信の普及

に向けた取り組みを進めた（8）。2016年度までに、技研で開発
した動画視聴プレーヤーを（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。
2017年度は、本プレーヤーが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

図3-4　 多視点ストリーミングの視聴画面
（画面のスワイプによって視点を切り替え）

図3-5　 サーバーサイドレンダリング技術による360度映像の
テレビ視聴
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3.2　サービス連携技術

インターネットやIoT機器、AR技術などの最新のIT技術を活
用し、テレビと世の中の各種サービスを連携させることで、日
常生活のさまざまな場面で新しいテレビ体験を提供するサービ
ス連携技術の研究を進めている。

■テレビ視聴と生活行動をつなげるシステム
テレビ視聴とネット利用、さらには現実の生活行動にもつな
がる、利便性の高い放送通信連携サービスの実現を目指して、
放送をさまざまなアプリケーション（アプリ）やIoT機器と連携
させる基盤技術（行動連携技術）の研究開発を進めている。

2017年度は、視聴者がスマートフォン（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
を、IPTVフォーラムにおいて推進した。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、昨年度設計・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
た約10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（1）。また、IBC、CEATEC、InterBEEなどの展示会
を通して、本アーキテクチャを国内外にPRした。さらに、ス
マホを起点としたテレビ視聴機能の有効性を、1,000人規模の
評価実験により検証し、視聴者に一定のニーズがあることを確
認した（2）（3）。

されるなど、実用化の実績を挙げた。
また、IPTVフォーラムのVOD運用規定に則した機能のテレ

ビ受信機への確実な実装と動作の共通化を図るため、同規定へ
の適合性を判定する動作検証環境を整備し、同フォーラム内で
公開した。

■SHVマルチメディア放送と放送通信連携シス
テムの標準化活動
2018年12月1日に本放送が開始される新4K8K衛星放送に向

け、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、ARIB規格の策定・改定に寄与
した。また、放送通信連携システムに関するITU-Rレポート
BT. 2267の改定に対して、セカンドスクリーンのユースケー
スと端末連携動作に関する追記に寄与した。
ABU技術委員会において、デジタルテレビにおける字幕の

要求条件勧告の策定を推進するとともに、放送におけるマルチ
メディア方式、CAS方式、セキュリティーに関する内外最新動
向について報告し、日本の放送方式とハイブリッドキャストの
認知度向上を図った。
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図3-6　放送とIoT連携のサービス例 図3-7　放送と自動車の連携における視聴情報の活用例
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本アーキテクチャを基盤とし、近年普及が進むIoT機器を活
用する研究にも取り組んでいる（図3-6）。2017年度は、放送
局のデータ・コンテンツとIoT機器を簡単に結び付けてサービ
スを行うシステムモデルを検討した（4）（5）。また、音声アシス
タントデバイスの機能と端末連携アーキテクチャを結びつける
ための仲介機能を開発し、音声アシスタントデバイスの違いに
よらず放送サービスとさまざまなサービスの連携を可能にする
アプリの試作を行った（6）。
視聴情報や行動情報などのパーソナルデータを活用すること

で、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ための検討
も進めている。2017年度は、ユーザーの視聴ログを利用して、
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、前日に視聴した番
組の話題をクイズの形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（7）（図3-7）。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（8）。また、IPTVフォーラムにおいて策定が開
始された、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。

■ハイブリッドキャスト普及のための取り組み
ハイブリッドキャストサービスの普及を促進するための技術
課題にも取り組んでいる。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を評価するため、
2016年度に引き続き、2017年度も「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。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せる機会となった。
ハイブリッドキャストアプリケーションの国際展開を目的

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を進めた。両者で等価
なアプリケーションを生成する装置も開発している。2017年
度は、欧州方式の動画配信に対応させるなど、機能拡張を検
討した。また、HbbTVのサービスの現状を欧州で調査し、今
後の相互運用性について欧州の関係者と意見を交換した。

■番組情報利用
放送番組とインターネットのさまざまなサービスを容易に連
携できる、番組関連情報のデータ構造化技術を活用し、ユー
ザーの番組内容の理解をサポートする研究を進めている。
2017年度は、小中学生の理科の学習指導要領から構造化デー
タを生成し、その構造を用いて動画コンテンツを体系化、関連
づける仕組みを開発した。本技術は、NHKオンライン上のウェ
ブサイト「りかまっぷ」で利用され、2016年4月にサービスが
開始された。また、コンテンツのテーマの理解・把握に関し、
異なるジャンルの関連コンテンツを一緒に提供することの有効
性を検証するため、制作局と連携し、通信制高等学校3校で実
証実験を行った。実験では、NHK高校講座と一緒にニュース
や一般番組を視聴することによる、　生徒の理解促進や学習意
欲向上などの教育効果を評価した。

■テレビ視聴ロボット
家庭でテレビ番組を一緒に楽しく見るパートナーとして、テ

レビ視聴ロボットの研究を行っている。2017年度は、テレビ
および人の方向を自動検出する機能と、テレビ番組の字幕文か
ら発話文を自動生成する機能を実験用コミュニケーションロ
ボットに組み込み、試作機を開発（9）して技研公開2017などで
展示した（図3-8）。
テレビ視聴時に近くにロボットがいる場合の効果を評価する
実験準備として、ロボットの発話としぐさをリモート制御する
実験システムの開発と、家庭のリビングを模した視聴実験ルー
ムの整備を行った。リビングルームのロボットに搭載したカメ
ラ画像から、周囲のテレビおよび人の方向を検出する機能の性
能を評価したところ、人の横顔や後頭部の画像を利用した場合
に人物位置検出精度に低下があること、ロボットと人の視線を
合わせるために検出精度やロボット制御の改善が必要であるこ
となど、課題を抽出した（10）。
ロボットが視聴中の番組内容に関連して自発的に発話する機
能を実現するため、発話生成技術の開発を進めた。2017年度
は字幕文に含まれるキーワードが、ロボットが学習していない
未知の語彙であっても、学習済みの語彙の中から近いキーワー
ドを予測し、その語を元に発話文を生成するアルゴリズムを開
発した。
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、個人情報や秘匿データを取り扱う可能
性があることから、情報セキュリティへの対応が求められる。
さらに、人工知能（AI）による学習機能を伴う自律的な行動をす
るロボットでは、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始めた。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、研究開発中のテレ
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（11）。

■AR端末を使った視聴体験
現実の3次元空間に仮想的な物体を配置できるAR技術を用

いた、眼鏡型AR用ディスプレー “ARグラス”が近い将来広く普
及することが想定される。そこで、ARグラスをテレビ視聴に
応用した研究を開始した。ARグラスを装着したユーザーが見
る実空間上に仮想的なテレビを配置し、そこに表示された2次
元映像を“Virtual TV”と名づけて、Virtual TVによる新しい視聴
体験の検討を行った。これまでの実空間に置かれたテレビとい
うハードウエアの物理的な制約に縛られず、表示の自由度が高
いというVirtual TVの特徴に着目し、視聴体験に関する技術研
究要素をReality（実在感）、Visibility（可視性）、Interactivity（双
方向性）の3つの軸で整理した（12）。この研究は、カリフォルニ
ア大学サンタバーバラ校フォーアイズラボと共同で実施した。

〔参考文献〕

図3-8　テレビ視聴ロボット
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3.3　セキュリティー基盤

放送・通信連携サービスの高度化を目指し、安全で信頼でき
る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
を進めている。

■データベースのアクセス制御に用いる暗号アル
ゴリズム
視聴者のし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。そして、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
に情報を受け渡すことが望ましい。このためには、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
アクセスできる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。2016
年度までに開発した、暗号化されたデータから必要となるデー
タを暗号化した状態で検索できる暗号方式をPCに実装し、実
用的に問題ない速度で動作することを確認した（1）（2）。また、
属性の一部を任意の属性値で復号可能とする、ワイルドカード
が指定できる処理負荷の軽い方式を開発した（3）。

■暗号アルゴリズム利用システム
自動車、携帯端末、テレビを連携させ、ユーザーのしこう情
報、位置情報を事業者に渡し、個人の位置に応じたサービスを
受けるサービスにおいて、しこう情報、位置情報を秘匿したま
ま、おすすめ情報を利用できる暗号システムを提案した（4）。
また、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（5）（6）。

■強固な安全性を持つ署名技術
デジタル署名の安全性強化の研究を進めた。2016年度に開

発した署名方式は、計算量的Diffi  e-Hellman問題と呼ばれる困難
な問題が根拠となり、強い安全性を有することを証明した（7）（8）。

■スクランブル方式の更新方法
2015年度までに開発したスクランブル方式の更新方法につ

いて、映像の一部だけを復元する攻撃に対する安全性を評価
し、実用的な安全性を持つことを証明した（9）。

■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の状況を調査し、セ

キュリティー上の必要な対策を他部局と協力して実施した。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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