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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。メディア統合プラットフォーム
の研究において、2018年度は、複数の提示デバイスが連携可
能なシステムや、番組本編の視聴に加えてダイジェスト動画や
番組ホームページなどの番組関連情報をも参照可能なシステム
を開発し、その有効性を確認した。また、動画配信における多
様な視聴形態や快適視聴を実現する高レスポンス化技術の研究
を実施した。さらに、2018年12月に開始した新4K8K衛星放
送に関する技術仕様の国内外の標準化にも寄与した。

■ メディア統合プラットフォームの研究
　インターネットでの映像配信など、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。2018年度は、現実的な配信環境に即した効
率的な視聴番組の選択を実現し、かつ、視聴者のより多様な視
聴意向に対応するシステムの開発を進めた。
　メディア統合プラットフォームは、各メディアの番組配信状
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で構成する。番組配信状況管理
サーバーでは、複数事業者の番組を選択でき、かつ、家庭内の

録画機や放送のネット再配信など、コンテンツの提供範囲が異
なるものでも適切に対応することで、より柔軟な番組選択がで
きることを示し、実施例を技研公開2018で展示した（図3-1）。
　2018年度は、メディア統合プラットフォームの機能を発展
させ、例えば、スマートフォンがテレビやスマートスピーカー
と連携して番組を視聴可能とするなど、家庭内で番組視聴に利
用可能な複数の機器が連携して新たな視聴形態を実現するシス
テムを開発した（1）。さらに、番組配信状況管理サーバーの機能
を、番組本編のみの選択から、番組のダイジェスト動画、番組
ホームページなどのテキストコンテンツ、関連SNS情報といっ
た番組関連情報をも含めた選択に拡張し、視聴可能時間や興味
度など、視聴者の状況に応じた柔軟なコンテンツ接触を可能と
した（2）（図3-2）。
　また、複数の視聴機器が連携して番組を視聴可能とするシス
テム、および番組本編に加え番組関連情報も選択可能とするシ
ステムを試作し、評価実験を実施した。実験に先立って、400
人を対象とした評価項目を決定するためのウェブアンケートに
より、視聴頻度の高い動画のジャンルと関連コンテンツ、視聴
状況を調査した。その結果を基に、評価に用いる番組のジャン
ルや、コンテンツ視聴のシナリオを決定した。一般ユーザー 50
名を対象とした評価実験の結果、番組関連情報の提示による番
組視聴意欲や関心が向上（3）し、端末連携を用いた提示によりユ
ーザー好みの視聴形態が提供可能という結果（4）が明らかにな
り、試作システムの有効性を確認できた。
　メディア統合プラットフォームの開発と実用化促進のため、
ユースケースや各機能要素間の入出力諸元などをまとめた仕様
書を作成した。

■ シェーピング適応切り替え技術
　インターネット動画配信における視聴品質の安定化と、シー
クなどの視聴操作に対するレスポンスの高速化を両立する技術
として、シェーピング（制限速度を超える通信パケットを遅延さ
せて通信速度を平滑化）適応切り替え技術を開発した。
　開発した技術は、視聴端末の通信に対しトラフィック制御装
置においてシェーピングによる帯域制御を行い、パケットロス
を防止することで視聴品質を安定化させる。さらに、ユーザー
が視聴操作を行った視聴端末の通信に対して、一時的にシェー
ピングを解除して動画データのパケットを優先的に配信するこ
とで再生開始までの遅延（レスポンス時間）を短縮し、レスポン
スの高速化を図る。
　本方式をトラフィック制御装置と動画視聴プレーヤーに実装
し、配信実験を行った。トラフィック制御装置に接続した配信
サーバーに、視聴端末10台が同時にアクセスして動画を視聴す
るとともに、そのうちの1台で視聴中にシーク操作を行い、開
発方式（シェーピング適応切り替え）と従来方式（シェーピング
常時適用）それぞれにおける、同時視聴時の視聴品質とシーク操
作に対するレスポンス時間を計測した。動画のビットレートと
視聴端末数に基づく条件式によりシェーピングパラメータを設
定して実験を行った結果、開発方式は従来方式と比較して、視
聴品質を低下させることなく、レスポンス時間を約1/10-1/9
に短縮できることを確認した（5）。
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図3-1　家庭用録画機とスマートフォンの連携例

図3-2　番組関連情報を含めた選択画面例
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■ ユーザー操作に応じたスムーズな 
　番組音声切り替え技術
　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、ユ
ーザーの好みに応じた番組音声にスムーズに切り替えながら視
聴できる配信技術を開発した。
　開発した技術は、映像ストリームと音声素材の組み合わせや
レベルバランスが異なる複数種類の音声ストリームを配信側で
MPEG-DASH（MPEG Dynamic Adaptive Streaming over 
HTTP）形式で生成し、受信端末のユーザー操作で選択されたス
トリームのみを効率的に配信することで、スムーズな音声切り
替えを可能とする。本方式を実装した配信システムと動画視聴
プレーヤーを試作し、ハイブリッドキャスト対応受信機におい
て動作を検証した（図3-3）。音声のセグメント長（ストリームの
配信単位）を0.5秒として、リモコン操作による音声切り替え実
験を行った結果、切り替えに要する時間は約1.2秒であった。ま
た、切り替えに伴う音声の途切れやノイズは発生せず、安定か
つスムーズな切り替えが実現できることを確認した（6）。

■ サーバーサイドレンダリング技術
　3次元CGや360度映像など高度なグラフィックス処理を伴
う番組連動コンテンツを、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可能にするサーバーサイドレンダリング
技術の開発を推進した。開発した技術は、ユーザーの操作に応
じた映像処理をクラウド上の描画サーバーで実行し、WebRTC

（Web Real-Time Communication）技術により低遅延で端末に
伝送することでインタラクティブな視聴を可能とする。
　2018年度は、本方式を適用したコンテンツ配信サーバーの
低コスト化に向けて、接続する端末数に応じて描画サーバーの
稼働数を自動的に調整する機能の検討を進めた。その基礎検証
として、本方式の実験システムを商用クラウド上に実装し、1
台の描画サーバーに対し複数端末が同時接続して動画を含むコ
ンテンツを視聴する配信実験を行った。描画サーバーにはGPU

（Graphics Processing Unit）を搭載し、端末数に応じたCPU
およびGPU内のグラフィックス処理部とデコード処理部の使
用率を計測した。その結果、CPUおよびデコード処理部の使用
率は接続数に比例する傾向が見られ、1台の描画サーバーに接
続可能な端末数の上限推定に有効であることを確認した（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始めとするテレビ向け動画配信の普
及に向けた取り組みを推進した。2016年度より、テレビ受信
機で安定に動作する動画視聴プレーヤーを開発し、（一社）IPTV
フォーラムのMPEG-DASH相互運用性検討会の会員向けに

「dashNX」という名称で公開し、多数の放送事業者の4K配信実
験等で活用されてきた。また、同フォーラムのテレビ向け動画
配信サービスである2Ｋ対応の「ハイブリッドキャストビデ
オ」、4Ｋ対応の「ハイブリッドキャスト4Kビデオ」の仕様策定
や、同仕様への受信機の適合性を判定するための検証コンテン
ツの整備に貢献し、2018年5月には同仕様に対応する受信機や
番組を判別するためのロゴマークが公表された（8）。
　2018年度は、4Kライブ配信を活用した動画配信サービスの
普及に向けて、HEVC（High Efficiency Video Coding）コーデ
ックボードを利用した汎用PCベースの低廉なMPEG-DASH対
応4Kライブエンコーダーを開発した。本エンコーダーは、PC
のスペックや動画配信のサービス要件に応じてアダプティブビ
ットレートやDRM（Digital Rights Management）などの機能
を柔軟に追加・変更可能である。
　本エンコーダーを利用して、端末連携機能を備えた4Kライブ
配信対応のスポーツ視聴アプリケーションを試作した（図
3-4）。また、技研公開2018において、本アプリケーションを
利用したハイブリッドキャスト対応受信機向け4Kライブ配信
を実施し、アダプティブビットレートによる安定視聴と、リモ
コンや受信機と連携したスマートフォンからの操作により、特
定シーンへのスムーズな早戻し視聴が実現できることを確認し
た（9）。本試作および4Kライブ配信は、朝日放送テレビ株式会社
と共同で実施した。

■ 4K・8K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日に開始した新4K8K衛星放送のサービス拡
充・高度化に向け、データサービスにおける端末連携機能や字
幕・文字スーパー伝送の圧縮方式（10）に関して、（一社）電波産業
会（ARIB）規格の改定に寄与した。
　国際標準化活動としては、放送通信連携システムに関する
ITU-R勧告BT.2075において端末連携機能に関して追記を行っ
た。また、字幕方式に関するITU-RレポートBT.2342において、
異体字の使用方法や字幕ファイル交換フォーマットを追記する
改訂に寄与した。ABU技術委員会において、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
の普及促進を図った。
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図3-3　試作した番組音声切り替えシステムの構成
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3.2　端末連携サービス

　インターネットを活用し、テレビとIoT（Internet of Things）
機器などの各種端末を連携させることで、日常生活の様々な場
面でこれまでにない新しいテレビ体験を提供する端末連携サー
ビスの研究を進めた。

■ ハイブリッドキャストコネクトX 
　日々の生活行動と放送サービスをより簡単に結びつけるため
に、視聴者が日常利用しているスマホやIoT機器を起点としてテ
レビ上のハイブリッドキャストアプリケーションと連携するハ
イブリッドキャストコネクトXの開発を進めている。
　テレビとIoT機器間の接続を行う端末連携プロトコル（図
3-5）（1）を開発し、標準技術規格として（一社）IPTVフォーラム
から一般公開された。端末連携プロトコルの具体的な利用例と
して、ニュース、SNSなどのスマホ用アプリケーション（アプ
リ）や、対話型スマートスピーカ―用アプリに本プロトコルを実
装し、技研公開2018や国際放送機器展IBC2018でデモ展示し
た。デモでは、本プロトコルを実装することで、日常利用して
いるスマホアプリや通知機能を起点に放送サービスとの連携が
可能となり、新しいユーザー体験を実現するサービスが提供で
きることを示した（2）。
　さらに本プロトコルを容易にスマホアプリやIoT機器に実装
可能とするソフトウェア「ハイブリッドキャストコネクト・ライ
ブラリ（ハイコネ・ライブラリ）」（3）や、プロトコル動作を確認
するテストツールを開発し、技研公開2018、Inter BEE 2018

などでの展示を行うとともに、IPTVフォーラムでのワークショ
ップ実施などに貢献し普及活動を推進した。

■ テレビ視聴と生活行動の連携
　テレビ視聴とネット利用、さらにはテレビ視聴時以外の生活行
動などがつながる利便性の高い放送通信連携サービスを実現す
るため、様々なアプリやIoT機器が持つデータと放送コンテンツ
を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。
　技研公開2018では、民間放送事業者やメーカーなどの協力
を得て、スマホアプリと放送との連携などハイコネ・ライブラ
リを用いた複数の事例を展示し、アプリやIoT機器とのデータ連
携によるサービス拡充や利便性の向上などの可能性を示した

（図3-6）。
　視聴データを視聴者個人の管理のもとで異なるサービス間で
利活用できるようにするため、パーソナルデータの管理方式に
ついて動向調査や方式検討を進めた。異業種の連携サービス事
例として、視聴した番組とドライブの立ち寄り先などの情報を、
視聴者の意思で放送およびカーナビなどの各サービス間で共有
する仕組みを試作し、技研公開2018で展示した。
　実番組を用いた実証実験を東京と北海道で行い、アンケート
およびインタビューベースの評価により、行動連携サービスに
関する期待や課題などを抽出した。
　番組データの構造化やオープン化の検討も進め、番組情報との
連携や、ハイコネ・ライブラリを用いてテレビと連携する機能を

図3-5　端末連携プロトコルとハイコネ・ライブラリ
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組み込んだカレンダーアプリを試作し、視聴機会拡大の可能性や
行動連携技術に関する課題を確認した。
　行動連携技術の研究成果であるテレビとスマホアプリの連携
事例などを、Connected Media Tokyo 2018や、IBC2018を
通じ国内外にPRしたほか、様々なIoT機器をコンテンツ内容に
合わせて制御するコンテンツオリエンテッドIoTを提唱し、コン
テンツの記述方式の研究を進めた（4）。

■ サービス連携可能なコンテンツの 
　制作フレームワーク
　柔軟で拡張性の高いコンテンツ制作環境を、さまざまなメデ
ィア処理を組み合わせて構築するために、共通インターフェー
スを規定しているEBUの技術プロジェクトMCMA（Media 
Cloud and Microservice Architecture）に参画した。クラウド
上にMCMA準拠のシステムを構築する際に利用可能な、ソフト
ウェアライブラリの開発と公開活動に貢献した。開発したライ
ブラリを用いることで、複数のクラウド上にあるAIツールを連
携できるメタデータ付与システムを構築し、IBC 2018におい
てMCMA活動グループとして展示した（5）。

■ ハイブリッドキャストの国際展開
  HTML5をベースとする日欧の放送通信連携システム
HybridcastおよびHbbTV2について、両システムで動作するア
プリケーションを制作するための等価アプリケーション制作シ
ステムの開発を進めている。2018年度はアプリケーションの
多言語対応の検討およびMPEG-DASH再生（ハイブリッドキャ
スト（4K）ビデオ）におけるHybridcast用ライブラリのHbbTV2
への適用性の詳細検討を行い、その条件を明らかにした。また、
等価アプリケーション制作システムについてHbbTVの開発者
会議であるHbbTV Symposiumで発表するとともに、欧州の研
究機関との協力関係の構築を進めた。その他、ハイブリッドキ
ャストコネクトX、ハイブリッドキャスト（4K）ビデオに関する
ウェブ技術について、国際標準化団体W3Cで発表を行った。

■ テレビ視聴ロボット
　テレビをより楽しく視聴するためのパートナーとして、人と
一緒にテレビを視聴するロボットの研究を行っている。視聴し
ている番組の内容を認識し、自律的にロボットがつぶやいたり、
人へ話しかけたりする機能を持つテレビ視聴ロボットの開発を
進め、技研公開2018で展示した。
　2018年度は、視聴中の番組からキーワードを抽出し、過去

の字幕文を使った感情語を含むテンプレート文と組み合わせる
ことで発話文を生成する、テンプレートベースの発話文生成手
法の開発を進めた（6）（7）。また、人の発話を促すため、「はい」「い
いえ」など単純な言葉で回答できる質問文を生成する機能を追
加した。テンプレートベースの発話文生成に加え、番組画像か
ら発話文を自動生成する手法の検討を開始した。2018年度は
ディープ・ニューラル・ネットワークを用いたオブジェクト検
出技術とキャプション生成技術を利用し、視聴中の番組画像か
ら発話文を生成する手法について実装を進めた。
　また、視聴中の番組からキーワードを抽出するため、外部の
クラウド環境の映像・音声認識サービスを利用するクラウド用
インターフェースを開発した。これにより、様々なクラウド基
盤を横断的に利用し、出力結果を共通フォーマットへ変換する
ことで、処理目的に応じてサービスを取捨選択して使うことが
可能となった。また、逐次並行処理を行うことで、一定の遅延
時間内のレスポンスを実現した。
　ロボットが生成した発話を起点とした音声対話を実現するた
め、開発中のテレビ視聴ロボットへ外部の対話システムを搭載
した。さらに、テキスト入力の対話システムとは異なり、ユー
ザーから明確な回答が得られない場合や、音声の誤認識がある
など、音声を用いた雑談対話システムの課題の整理を行った。
　テレビの視聴中にロボットから周囲の人に対してアクション
をするには、人の識別や、アクションを起こすタイミングが重
要となる。人を識別するために用いるカメラは、画角や、ロボ
ット内部の取り付け位置、回転機構の有無などにより、取得で
きる画像が大きく異なる。そこで、魚眼カメラ、カメラアレイ、
ロボット頭部搭載のカメラなど、複数のカメラ画像を用いて人
検出の比較検証を実施し、それぞれの特性に関する知見を得た。
　本研究の一部は（株）KDDI総合研究所と共同で実施した。

■ テレビ視聴ロボットを用いた視聴実験
　テレビ視聴時における人同士の会話、およびロボットが存在
する場合の会話の違いを明らかにするため、テレビ視聴実験を
実施した。仲の良い2人組に好きな番組を自由に見てもらい、人
のみの場合と、テレビ視聴ロボットが存在する場合のそれぞれ
の視聴行動を観察した（8）。観察データを用い、発話の種類やロ
ボットが振り向く動作に対する人の傾聴動作を調査した結果、
ロボットが振り向いて話しかけることで人からの回答を得やす
くなること、テレビ視聴時における人の発話内容の種類として、
自らの感情を表すような発話の頻度が多いなどの知見を得た。

図3-6　技研公開2018における行動連携技術の展示

図3-7　テレビ視聴ロボットを用いた視聴実験風景
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■ コミュニケーションロボットに関する 
　アンケート調査
　人と一緒にテレビを視聴するロボットの開発を進めるにあた
り、コミュニケーションロボットが、一般社会でどの程度認知
され、接触されているかを把握するために、アンケートによる
市場調査を実施した。調査結果から、被験者の86%がロボット
は人をサポートするものと想像していること、実際にロボット
に接触する機会がまだ少ないこと、年代が上がるにつれ人型の
形状を求める傾向があることなどの知見を得た（9）。

〔参考文献〕
（1）  H. Ohmata and M. Ikeo,“User-Centric Companion Screen 

Architecture for Improving Accessibility of Broadcast Services”
IBC2018 Conference (2018)

（2）  大亦，池尾，小川，山村，瀧口，藤沢:“番組視聴と生活行動のスム
ースな連携を可能とする行動連携システムと端末連携アーキテク
チャ , ” 情処学論，Vol.60，No.1，pp.223-239（2018）

（3）  平松，池尾，大亦，瀧口，藤井，藤沢:“柔軟なサービス提供を可能

とするハイコネ・ライブラリ（Hybridcast Connect Library）の提
案”，映情学年次大， 32D-3, 2018

（4）  H. Ogawa, H. Ohmata, M. Ikeo, A. Fujii and H. Fujisawa,
“System Architecture for Content-Oriented IoT Services”,IEEE 
International Conference on Pervasive Comuputing and 
Communications (2019)

（5）  https://tech.ebu.ch/docs/metadata/MCMA_IBC2018_Final.
pdf

（6）  金子，星，村崎，上原:“テレビ番組に含まれるキーワードに基づく
発話文生成手法, ”情処学IFAT研報, Vol.2018-IFAT-131, No.2

（2018）
（7）  金子，星，村崎，上原:“周辺単語からの未知キーワードの代替語予

測の検討, ” 映情学年次大,14B-1（2018）
（8）  星，金子，村崎，上原:“視聴実験によるロボットとのテレビ視聴に

関する基礎調査, ” 映情学年次大,14B-2（2018）
（9）  村﨑，金子，星，上原:“コミュニケーションロボットに対する印象

に関する一考察, ”情処学EIP研報，Vol.2018-EIP-81 No.13
（2018）

3.3　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実現を目指し、
暗号・情報セキュリティー技術の研究を進めた。

■ データベースのアクセス制御に用いる 
　暗号システム
　2016年度までに開発した、自動車、携帯端末、テレビを連
携させ、ユーザーが自身の嗜好情報、位置情報を事業者に渡し、
個人の嗜好・位置に応じたコンテンツを受けるサービスにおい
て、嗜好情報、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について、安全性解析と実装評価を行い、
高い安全性を有し、サービスに影響を及ぼす程の遅延がないこ
とを確認した（1）。さらに、データを提供する事業者にもメリッ
トを提供できるように、ユーザーが利用したデータを提供した
事業者には、ユーザーのアドレス等の識別子を提供する仕組み
を提案した（2）。

■ 放送・通信連携サービス用暗号アルゴリズム
　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。
　2017年度までに開発した、視聴者の情報をクラウドに置く
際に、その情報を読むことができる事業者の属性を指定しアク
セス制御を行うことができる暗号アルゴリズムに関し、他の暗
号アルゴリズムと安全性・効率性について比較を行い、提案方
式の有効性を確認した（3）。

■ 耐量子コンピュータ用暗号アルゴリズム
　量子コンピュータが実用化された場合においても安全性を維
持することが可能な暗号アルゴリズムの研究を進めた。
　秘密鍵を生成するためのハッシュ関数と、データの暗号化の

ための共通鍵暗号に対し、暗号化されるデータから秘密分散と
呼ばれる手法により生成される複数の分割データ（シェア）を複
数の計算機へ入力し、それぞれの計算機で独立に計算した結果
をまとめることで一つの暗号文を出力するマルチパーティ計算
方法を開発した。同手法は、個々のシェアからは元のデータを
復元できず、耐量子コンピュータ性を持たせることができる。
このアルゴリズムを利用して放送サービスを拡張し、耐量子コ
ンピュータが実用化された場合でも個人情報保護が可能な、放
送用秘密鍵持ち歩きシステムを考案した（4）。

■ 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、受信機の識別子をブ
ロードキャストされた圧縮コンテンツに埋め込むことが可能な
電子透かし技術の研究を進めた。
　2017年度までに開発したHEVCの圧縮ストリーム用の埋め
込み方式に関し、計算の負荷、安全性検討を行い、その有効性
を確認した（5）。

〔参考文献〕
（1）  梶田，小川，大竹:“個人向けIBBサービスにおけるVABKSを用い

たプライバシー保護システムの安全性解析と実装評価，”映情学年
次大，14D-1（2018）

（2）  梶田，小川，大竹 :“ユーザ・事業者へのメリットを考慮したセキ
ュアな放送通信連携サービス，”SCIS2019, 1C2-3 （2019）

（3）  N. Attrapadung, G. Hanaoka, K. Ogawa, G. Ohtake, H. 
Watanabe and S. Yamada, “Attribute-Based Encryption for 
Range At t r ibutes ,” IE ICE Trans . on Fundamenta ls o f 
Electronics Communication and Computer Science, Vol.
E101-A, No.9, pp.1440-1455 (2018)

（4）  小 川， 縫 田，“MPC: 放 送 サ ー ビ ス を も っ と 良 く で き る，”
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SCIS2019, 1C2-2（2019）
（5）  K. Ogawa and G. Ohtake, “Efficient Watermarking scheme for 

Traitor Tracing Encryption Schemes,” Journal of Electrical 
Engineering, Vol.6, No.5, pp. 245-255 (2018)

3.4　IP番組制作技術

　放送局の番組制作システムのインターフェースは、これまで
のSDI（Serial Digital Interface）方式からIP（Internet Protocol）
方式への移行が検討されている。IP方式は、機材の低コスト化、
複数カメラの映像や多チャンネルの音声など種々の信号を1本
のケーブルで効率的に多重伝送できる。さらに、遠隔地からの
番組制作（リモート制作）による新しい番組制作ワークフローの
実現などのメリットが期待されている。
　IPを用いた番組制作システムを実現するために、限られた帯
域で効率的に8K番組素材をIP伝送できる軽圧縮8K IP伝送装置
や2K/4K/8K番組制作での設備共用を目指した非圧縮8K分割
伝送方式、IP信号品質の監視が可能なIPフローリアルタイム監
視装置、これらの装置を使ったIPライブプロダクション技術検
証などの研究開発を進めている。

■ 軽圧縮8K信号IP伝送装置の開発
　2018年度は、2017年度までに開発した軽圧縮8K IP伝送装
置の高機能化を進めた。
　番組素材伝送で用いるIP回線は、他の事業者の信号も同じ回
線に混在した状態で伝送されるため、回線コストを抑えるメリ
ットが得られる。一方で、回線の輻輳や保守による経路の切替
時でも、番組素材を安定して伝送できることが課題となる。そ
こで、2018年度は、軽圧縮8K IP伝送装置に輻輳などの回線品
質劣化時の対策として、バースト的なパケットロスに強いパケ
ットロス訂正符号化方式を実装した。また、経路の切替時の対
策として、送受信間でIP信号の冗長化とパケットバッファリン
グ時間を可変に設定できる機能も実装した。
　2つの機能を追加した軽圧縮8K IP伝送装置の有効性を検証
するために、伝送路誤りを模擬する装置を使った室内実験を行
った。その結果、パケットロスを生じさせても、安定した映像
伝送が可能なことを確認できた。

■ 非圧縮8K分割伝送方式の開発
　非圧縮8K映像を複数の2K映像に分割し、複数のIPフローと
して伝送する方式を開発した。本方式により、広く普及してい
る10GbE/25GbEのような広帯域の回線を複数用いた非圧縮
8K映像が伝送できる。さらに、分割した2K映像をプレビュー
用として利用したり、複数の2Kスイッチャーを同期させた8K
スイッチング処理ができる。8K番組制作において、2Kの番組
制作機材を活用できるため、2K/4K/8K番組制作で設備の共用
が可能となる。
　本方式を利用したスイッチングシステムは、技研公開2018
やInter BEE 2018で展示したほか、SMPTEの会議でその成果
を報告した（1）。

■ IPフローリアルタイム監視装置の開発
　IPネットワークはSDIと異なり一つの回線を複数の映像や音

声素材で共有できるが、一方で、伝送信号にジッターやパケッ
トロスが発生することがある。そのため、IPパケットレベルで
の信号品質の監視が必要であり、IPフローをリアルタイムで監
視できる装置を開発した（図3-8）。本装置はIPパケットからヘ
ッダ情報を抜き出すハードウェアと、ヘッダ情報を解析するソ
フトウェアで構成される。開発した装置の特徴は、ヘッダ情報
のみを処理対象とすることで、10GbE回線を16本同時に監視す
ることが可能である。また、解析ソフトウェアにより、ジッタ
ーやパケットロスなどの基本的な指標に加え、伝送遅延や制御
信号の通信状況をIPフロー毎に可視化して提示できる。
　後述するIPリモート制作の伝送実験において、本装置により
IPネットワークに流れる信号のリアルタイム監視を行い、回線
輻輳の原因特定などに活用できた。

■ IPライブプロダクション技術検証
　IPライブプロダクション用機器間の相互接続性確認やIPリモ
ート制作における課題抽出を目的として、中継部と連携して、
様々なベンダーのIP対応番組制作機器を用いてIPライブプロダ
クション技術検証を実施した。
　IPネットワーク上における番組制作のための伝送規格である 
SMPTE ST 2110を用いることで、異なるベンダーの放送機器
を相互接続できることを確認した。また、IPネットワーク上で
の同期伝送と映像垂直同期の位相について定義したSMPTE 
ST 2059-1/2により、SDIシステムとIPシステムを相互に接続
して運用できることを確認した。一方、ネットワークが輻輳す
ることや、制御信号のバージョンが機器によって異なるなど、
IP化に伴う監視・制御技術に関する課題が抽出され、これらの
解決に向けてベンダー各社と情報を共有した。

〔参考文献〕
（1）  T. Koyama, J. Kawamoto, M. Kawaragi, T. Kurakake and K. 

Saito, “Implementation of 8K vision mixer that transports 8K 
image as multiple 2K SMPTE ST 2110-20 flows,”SMPTE 
2018 Annual Technical Conference & Exhibi t ion , pp. 
1-11(2018)

図3-8　IPフローリアルタイム監視装置

（a）外観 （b）監視項目の一例


