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世界は映像で満ちている．私が子供の頃，映像はテレビ，若しくは映画館を通して見る
ものであり，日常生活の中で映像が占める時間は限定的であった．21世紀に入って大学院
生の頃には，世界的に有名な動画像共有サービスのWebサイトにアクセスすることで，パ
ソコンのディスプレイを通して映像を見ることが可能になった．近年においては，無線通
信技術の発達とともにスマートフォンやタブレットなどの携帯端末でも大容量の動画像
ファイルを受信することが可能となり，加えて，低価格の映像配信サービスが開始される
ことで，いつでも，どこでも，興味のある映像コンテンツを享受できる時代が到来している．
「映像」について新明解類語辞典（三省堂）で調べてみると，「カメラで撮影され，映画
やテレビなどに映し出された画像」と記載されている．類語辞典における「映像」の項の
周辺には，「活動写真，動画，アニメーション」など，物体，背景，絵に対して時間軸が加
わることで，人の目で動きを感じることを意識した用語が数多く記載されている．動きが
あることにより，静止画像と比べて動画像の情報量は大きくなる．静止画像の高精細化は
近年続いており，動画像ファイルのサイズも一昔前よりも大きくなったと感じる．我々の
目に映る実物からの反射光はアナログ情報であり，連続的であるがゆえに無限の情報量を
持っている．アナログ情報はディジタル化によって離散的な有限の情報量となり半永久的
に保存可能だが，人間は有限の寿命を持つアナログな存在であるため，臨場感や立体感の
あるアナログ情報に近い生き生きとした映像コンテンツを無意識的に希求しているのでは
ないかと考える．したがって，人間の願望が続く限り，映像配信の研究開発，サービスの
進化は今後も長く続くと思われる．
本小特集では，映像配信とその周辺に関する研究動向，標準化，伝送技術，サービス，

実証実験について解説し，過去から現在，そして未来の映像配信について読者が理解する
最初の一歩となることを目指した 6本の記事を掲載している．映像配信の技術やサービス
について興味を持った読者は，6本の記事を読み，参考文献をひも解くことで，新たな知
見を得ることができると信じている．そして，獲得した知見を読者自身の専門分野に対し，
なんらかの形で役立ててほしい．私自身は無線通信の分野に軸足を置いているが，今回の
小特集の編集を通して，映像配信に関する視野を広げることができたと思う．
最後に，本小特集の発行にあたり，原稿を御執筆して頂いた著者の皆様，加えて，編集

作業，査読作業，校閲作業に御協力頂いた皆様に心から感謝致します．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ  畑本浩伸
Hironobu Hatamoto

映像配信技術への誘い

小特集編集チーム
畑本浩伸，石橋圭介，大下裕一，笹部昌弘，
谷 重紀，中島昭範，山口典史，古川智章
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1. はじめに

電子レンジが電波と関係があると
聞いて驚く人もいるかもしれません
が，何を隠そう，電子レンジは電波
を使って食品を温めるものなので
す．電子レンジは，英語ではmicro-
wave とか microwave oven と言
いますから，それを知っている人に
とっては当たり前かもしれません．
今回は，その仕組みを説明します．

2. 電波とは

まず電波の前に電磁波について説
明します．電磁波は図 1のように，
電界と磁界が影響し合って伝わる波
のことです．そのうち，法律的には
3THz 以下の周波数を電波と言いま
す．T（ テ ラ ） と い う の は
1,000,000,000,000 のことで，Hz
（ヘルツ）は周波数の単位です．
周波数というのは 1 秒間に届く
波 の 山 の 数 で，1 秒 間 に
3,000,000,000,000 個 届 く の が
3THz ですから，それ以下であれば
電波ということになります．
電波は１秒間に 3 × 108m 進み
ます．光も１秒間に 3 × 108m 進
みます．これはたまたまではなく，
電波も光も周波数こそ違いますが，

同じ電磁波だからです．例えば青い
光は，だいたい 600THz ぐらいの
周波数です．私たちは，真っ白な軟
らかい固体の豆腐に，真っ黒な液体
の醤油をかけて食べますが，元をた
どれば同じ大豆と聞いて驚いた人
は，同じように，光と電波が同じ電
磁波と聞いて是非とも驚いて下さ
い．ちなみに音波は空気の振動に
よって伝わるもので電磁波ではあり
ません．ともかく人間は目という電
磁波のセンサと，耳という音波のセ
ンサを持った生物ということになり
ます．
☝ポイント：光と電波は同じ電磁

波．周波数が違うだけ．

3. 電子レンジの周波数

電波や周波数が何か分かったとこ
ろで，電子レンジの原理を説明する
前に，電子レンジが使う電波の周波
数について説明します．
図 2に主な周波数と用途を示し

ました．電子レンジは英語で
microwave と呼ばれるようにマイ
クロ波と呼ばれる周波数のうち，
2.4GHz 帯の ISM バンドの電波を
使用しています．（マイクロ波は，
通信の分野では 3～30GHz の周波
数の電波を呼ぶことが多いですが、

厳密な定義ではありません．）ここで
G（ギガ）というのは1,000,000,000
のことです。M（メガ）より1,000
倍、k（キロ）より1,000,000 倍高
い周波数です。テレビやラジオより
も高い周波数です。図2に携帯電話
は書いてありませんが、電子レンジ
より高い周波数を使う場合と低い周
波数を使う場合があります。ともか
く携帯電話、テレビ、ラジオなどが
電子レンジと同じ周波数を使うこと
はありません。
また 2.4GHz 帯の ISM バンドと
書きましたが、ISM とは Industry 
Science Medical のことで、産業・
科学・医療の分野で使うための周波
数帯のことです．電子レンジの原理
としては，この周波数でなくてもよ
いのですが，みんなでここの周波数
を使おうと決めてそうしています．
電子レンジからは，後で説明するよ
うに電波が漏れにくくなってはいま
すが，それでも少しは漏れてしまい
ます．電子レンジが携帯電話やテレ
ビの周波数を使ったら，そういった
機器が使えなくなってしまかもしれ
ませんね．それは避けて，みんな
で，使えないことがあっても文句を
言わないで仲良く使うルールの
ISMバンドを使うことにしました．
また，同じ周波数を使うことで，電
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図2　主な周波数と用途
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さい．特に関西地区で有名な深夜番
組で，そういった実験をやったのを
見た良い子は，そういうことをしな
いと思います．
☝ポイント：良い子は，余り深夜
番組を見ないし，仮に見たとしても
電子レンジは正しく使う．

7. むすび

今回は電子レンジについて説明し
ました．2,4GHz 帯の周波数の電波
を当てて，食品を内部から温めてい
ます．このように，電波は通信以外
にも我々の身の回りのいろいろなと
ころで使われています．
おまけ：IH調理器の原理
IH（Induction Heating）調理器
も高い周波数の電波を使いますが，
原理が違います．図４に，その構造
を示します．IH 調理器の中にある
コイルに高周波電源で発生させた数
十 kHz の周波数の電流を流すこと
で磁力を発生させます．その磁力は
鍋に伝わります．IH 用の鍋は電気
を流す材質でできているので，磁力
が変化することで鍋に電流が流れま
す．また，この材質には，電流を流
れにくくする抵抗という性質もあり
ます．そこで電流が熱に変化して鍋
が温まります．
☝ポイント：IH 調理器では，電
流を流すけれども流れにくくする抵
抗もある専用の鍋やフライパンを使
わないと温まりません．

5. 電子レンジの構造

図 3には，電子レンジの構造も
簡単に示しています．電子レンジの
電波はマグネトロンと呼ばれる送信
機から導波管という電波の通路を
通って出てきます．最近の電子レン
ジのほとんどは，そのマグネトロン
をインバータと呼ばれる回路で制御
して，出力を自在に調整できるよう
になっています．電子レンジはほと
んどが金属で覆われていますので，
電波は中に閉じ込められます．電波
はその中で反射して食品に吸収され
て，効率良く食べ物が中から温まる
ことになります．
☝ポイント：電子レンジはマグネ

トロンから出した電波を金属の
きょう体の中に閉じ込めて食品を
温めます．

6. 電子レンジの安全性

電子レンジは，強い電波で物を温
めるので，その周りは危険なのでは
ないか，と思われるかもしれませ
ん．室内にいても窓ガラスを通り抜
ける電波によって携帯電話が使える
ように，電子レンジの扉のガラスか
ら電波が漏れてしまわないかと心配
になりますね．安心して下さい．電
子レンジの扉のガラスを見ると丸い
穴の開いたシートのようなものがガ
ラスの中に入っているのが見えま
す．これは，もったいぶって中身を
見えにくくしているのではなく，電
波の漏れを少なくするためのシール
ドなのです．全部，シールドしてし
まうと電子レンジの中が見えないの
で，穴を開けているのですが，同じ
面積の穴を開ける場合は，細長い穴
より丸い穴の方が，電波が引っ掛
かって外に出にくくなるからこの形
になっています．また，動作中は扉
が開けられないような工夫もしてあ
ります．
それでも少しは電波が漏れてしま

いますので，先に説明したように無
線 LANなどが使えなくなる場合が
ありますが，人体には影響がないよ
うになっていますので，安心して
使って下さい．
なお，電子レンジは正しい使い方

をしましょう．例えば，卵は電子レ
ンジで温めると，弾ける（＝爆発す
る !!）危険性があるので注意して下

子レンジに使う部品も共通化できる
ので，作る人にも便利ですね．電子
レンジは，法律的には高周波利用設
備という区分に含まれ，きちんと規
格を守って作る必要があります．
2.4GHz 帯 で は， ほかに無線

LANや Bluetooth といった通信が
使われています．無線 LANはパソ
コンの通信に，Bluetooth はワイ
ヤレスヘッドフォンや無線のキー
ボードやマウスの接続に使われてい
ます．このため，電子レンジが動作
しているときには，漏れた電波が影
響して，近くではこれらの機器が使
えなくなってしまうことがありま
す．テレビやラジオは免許が必要な
無 線 局 で す が， 無 線 LAN や
Bluetooth はそうではないので，
周波数を使う側として弱い立場にあ
るからです．
☝ポイント：電子レンジは無線

LAN や Bluetooth と同じ 2.4GHz
帯の周波数を使っている．

4. 食品を温める原理

次に，電子レンジの原理について
説明します．食品は水分を含んでい
ますが，その水の分子は，酸素と水
素が結合したものです．図 3に示
すように酸素はマイナス，水素はプ
ラスに分極しています．それが電波
の電界によって動かされます．皆さ
んも「おしくらまんじゅう」状態
で，みんなで一斉に右回りや左回り
に回ると，汗臭いけど熱くなります
ね．電波によって，そんな感じで水
の分子は動かされて熱くなります．
もちろん汗臭くなるわけではありま
せん．
電子レンジが使う周波数の電波

は，水分を含んだものに中まで浸透
する性質があるので，表面だけでな
く中まで熱くなります．一方，オー
ブンの場合は，赤外線という，これ
もまた電磁波である波を使います．
周波数は数十 THz です．赤外線は
食品の表面しか浸透しないので，火
で焼いたような感じで外側から温ま
ります．
☝ポイント：電子レンジは電波に

よって食品の中の水の分子を動かし
て温める．

導波管

マグネ
トロン

水の分子

図3　電子レンジの構造
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図4　IH調理器の構造
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1 まえがき
国際電気通信連合電気通信標準化部門（ITU-T）は，

情報通信技術（ICT）の国際標準機関であり，企業メン
バーが直接参加し，ビジネスに必要な標準化を実施する
ことができる場である．ITU-T の組織は 4年に一度見
直しが行われ，この 4年を「会期」と呼んでいる．現
在の会期は 2017～2020 年であり，11 の研究委員会
（SG：Study Group）に分かれて標準化が行われている．
その中で，第 16研究委員会（SG16）は，「マルチメ

ディア」という名前で呼ばれているが，その所掌範囲
は，映像・音声コーデックだけでなく，それらを使う
様々なアプリケーションとして，IPTV，アクセシビリ
ティ，ディジタルサイネージ，eヘルス，高臨場感サー
ビス，及び ITS など，幅広く ICTアプリケーションの
分野をカバーしている．
本稿では，SG16の課題のうち，コーデック，IPTV，

アクセシビリティ，ディジタルサイネージ，eヘルス，
及び超高臨場感サービスの動向や最新の標準を紹介す
る．以下では，ITU-T の標準をH.xxx や F.xxx（xは数
字）で表す．本稿末の文献には主要な勧告のみ記す．

2 映像コーデック
2018 年 12 月 1日から日本では新 4K8K衛星放送が

始まった．新 4K8Kは，表 1に示すように，地デジ（地
上デジタルテレビ放送）と比べて解像度がそれぞれ 4
倍，16倍と高く，秒間のフレーム数も 2倍となってい
るが，データ量をそれぞれ約 2倍，4倍に抑えられてい
る．地デジで使用されているコーデックはMPEG-2
（H.262）であり，4K，8Kは，最新のコーデックH.265 
High Efficiency Video Coding（HEVC）（1）を使用して
いるからである．H.265 は，単純な二次元のカメラ映
像による動画像の圧縮だけではなく，全方位 360 度投

影，球面ローテーション，全天球視点などの映像に関す
る圧縮もサポートしている．更に，標準に対するデコー
ダの適合性を調べるためのテスト信号のセットなども規
定している．映像圧縮に関する標準化は，SG16の課題
6のグループ（Q6/16 と標記）だけでなく，ISO/IEC 
JTC 1/SC 29/WG11（MPEG）と共同で，ビデオ符号化
のための Joint Collaborative Team on Video Coding
（JCT-VC）が行っている．2017 年には，JCT-VC によ
るHigh Efficiency Video Coding（HEVC）の標準化
活動に対して，米国テレビ芸術科学アカデミー（ATAS：
The Academy of Television Arts & Sciences）からエ
ミー賞が贈られ一躍有名になった．エミー賞は，テレビ
技術や科学技術の発展に寄与し，貢献の高かった企業・
団体や個人に対して授与される放送業界で最も権威のあ
る賞である．
H.265 の次の符号化技術，多目的ビデオ符号化

（VVC：Versatile Video Coding）の検討は，同じく， 
Q6/16 とMPEGの Joint Video Experts Team（JVET）
で現在進行中である．このVVCの最初の標準は，2020
年 10月完成を目標としている（図 1）．
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表1　テレビ放送と解像度の関係

解像度（画角） テレビ放送

SD（720px × 480px） アナログ放送

フルHD（1,920px × 
1,080px）

ハイビジョン放送
（厳密にはBSハイビジョン：
1,920px × 1,080px、地上デジ
タル：1,440px × 1,080px）

4K UHD（3,840px × 
2,160px）

4K放送
（UHDはウルトラHDの略）

4K UHD（7,680px × 
4,320px） 8K放送

ITU-Tにおける
マルチメディア関連の
標準化動向

山本秀樹　Hideki Yamamoto　沖電気工業株式会社
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3 IPTV
IPTVは，インターネットではなく，通信事業者の管

理された IP ネットワーク上での映像サービスを指す．
ITU-T では，2008 年から 2010 年までの間に，要求条
件，アーキテクチャ，サービスユースケース，QoE，
品質維持，メタデータなどの基本的な勧告が制定され
た．その後，新しい端末やサービスに関する標準化が進
行中である．表 2に IPTV 端末の勧告の一覧を示し，
各々について紹介する．
IPTVサービスを普及させるため，世界各地で IPTV

に関する標準化が進められた中で，ITU-Tでは，日本か
らの提案を基に，IPTV基本端末の勧告H.721 を 2008
年に制定した．
H.721 の中では，映像サービスとしては，VOD（ビ

デオオンデマンド）とリニアTVを，情報サービスとし
て EPG（電子番組表）などの利用といったごく基本的
なサービスを受けるための端末の条件を規定して
いる．
H.721 では，IPTVの端末として，通信事業者の管理

されたネットワークに接続し，そこからサービスを選択
するサービス発見も記載されている．映像コーデックと
しては，MPEG-2（H.262），H.264，H.265 まで，画
格としては，SDから 8Kまでが規定されている．
H.721 の第 1版は，2009 年に制定された．その後，

H.265 が 2013 年に制定され，2015 年に第 2版に改訂
された（2）．通信プロトコルとしては，VOD用として，
RTSP/RTP，HTTP（DASH），リニア TV用としては，
マルチキャストによるRTPが規定されている．映像・
音声のコンテナとしては，MPEG-2 TS だけでなく
MMT（MPEG Media Transport）も含まれている．
H.722 は，成熟モデルであり，H.721 と違い，映像

コミュニケーション，学習，eコマース，医療，マルチ
ビューなどの様々なサービスが可能な端末を規定してい
る．更に，視聴情報の収集や，映像の録画も可能となっ
ている．
H.723は，モバイル端末モデルである．スマートフォ

ンやタブレットを用いて，無線 LANやモバイル網を通
じて，IPTVサービス事業者のサービスを受信する端末
に関して規定している．そのため，IPTV基本端末同様
に，通信事業者の管理されたネットワーク上の複数の
IPTVサービスの中から適切なサービスを選択するサー
ビス発見の機能を持たせており，インターネット上の映
像サービス，いわゆるOTT（Over The Top）の端末
とは異なる．
H.724 は，複数端末連携モデルを規定している．こ
れは，モバイル端末（H.723）と STB（セットトップ
ボックス，H.721またはH.722）との間で，情報を連携
させて，サービスを受けるというモデルである．H.724
では，サービスを連携させるための限られたネットワー
ク内での端末の発見などについて規定されている．
H.721 については，各国の IPTV 端末の状況に合わ
せて 2020年の改版（第 3版）が予定されている．日本
の一般社団法人 IPTVフォーラムでは，2018 年 12 月
1日からの新 4K8K放送を，IPTVとして再送信する際
の規格を 2018 年 11 月に制定した（3）．H.721 の第 3
版には，この規格の反映が予定されている．

4 アクセシビリティサービス
2006 年 12 月 13 日の国連総会において，障害者権
利条約が採択され，2008年 5月 3日に発効した．障害
者権利条約は，障害者の人権及び基本的自由の享有を確
保し，障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的
としている．SG16では，ICTによるアクセシビリティ
の向上を課題として取り上げ標準化を行っている．以下
では，IPTVを用いたアクセシビリティサービスの標準
を紹介する．
通常のテレビは一方向の情報を得る機器であり，障害
者の観点から眺めると，情報のアクセシビリティが備
わっているとは言えない．IPTVの場合，マルチメディ
アのフレームワークを活用することにより，映像におい
て様々な情報アクセシビリティ機能を付加することが可
能となる．例えば，電波や IPによる放送の受信と同時
に，IPTVによる字幕，手話を画面上に表示し，音声で
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表2　IPTV端末の勧告

勧告番号 対象端末

H.721 基本モデル

H.722 成熟モデル

H.723 モバイルモデル

H.724 複数端末連携モデル

図1　映像コーデック標準化の流れ
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解説するといったものである．H.702 は，このような
障害者向けの IPTVサービスの機能を三つのプロファイ
ルとして定義している（4）．
図 2にH.702 の全体のアーキテクチャを示す．この

図はH.702 に準拠した一般社団法人情報通信技術委員
会（TTC）の標準文書 JT-H702 から抜粋している．
H.702 では，字幕・手話・音声解説などのアクセシビ
リティの情報を提供するアクセシビリティメディアサー
バ機能が IPTVアプリケーション機能に追加され，アク
セシビリティの情報を表示・制御するアクセシビリティ
メディア表示処理機能が端末側（エンドユーザ機能）に
追加されている．
三つのプロファイルの概要は以下のとおり．
基本プロファイルは，字幕のみを提供する．ユーザ

は，字幕の言語，文字のサイズ，色，テキストの表示位
置，背景の色彩などを指定できるプロファイルである．
拡張プロファイルは，基本プロファイルに加えて手話

映像を同時に表示することができる．手話についても映
像のサイズ，表示位置を選択することができる．また，
音声解説機能も提供する．ただし，主映像とこれらアク

セシビリティ機能の厳密な同期までは求めない．
主要プロファイルは，拡張プロファイルでできなかっ
た，映像とアクセシビリティ機能の同期を必須としてい
る．更に，録画映像やオンデマンドの映像に対する巻戻
しと読飛ばしの操作時の同期も必要としている．
H.702 は，国内の様々な障害者団体からの意見を反
映しつつ標準化が行われた．ITU-Tでの承認後，情報通
信技術委員会の国内標準 JT H702 としても制定されて
いる（5）．更にH.702 をベースとしたプロトタイプの評
価実験を経て，現在実用サービスが始まっている．図 3
に，評価実験時のシステム構成を示す．この実験では，
放送に対する手話映像と字幕を IPTVサーバで配信し，
STB側で，放送とそれらを同一画面上に表示した．手
話や字幕はリアルタイムで付与しているため遅延があっ
たが，評価に立ち会った障害者の方からは，それよりも
国際標準としてこのような機能が規格化されており，そ
れが実用可能なレベルにあることへの驚きと，すぐにで
も使いたいという意見が得られた．
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図３　H.702ベースの実験システムの構成

図2　アクセシビリティサービスを提供する IPTVのアーキテクチャ（5）（TTC JTH702から）
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5 ディジタルサイネージ
ディジタルサイネージは，駅，図書館，公民館，学

校，観光地（浜辺）など，多くの人が集まる公共的な空
間に広く設置されており，情報提供手段として，重要な
社会インフラの役割を担うことが期待されている．幅広
く人が接するという意味でディジタルサイネージを考え
ると，病院，ショッピングモール，映画館，ホテルのロ
ビーといった私的な空間に設置されているディジタルサ
イネージも公共向けとして分類することができる．この
ような考えの下に，公共向けのディジタルサイネージを
相互接続（システムをまたがる情報配信）するために
は，共通API や，データフォーマットやメタデータ，
表示形態，通信環境，運用性，セキュリティといったこ
との検討が必要である．H.785.1 は，このような背景
の下，公共の場での相互接続可能な情報サービスとして
のディジタルサイネージのサービスプラットホームと，
それにつながるディジタルサイネージの要求条件を定義
している（6）．図 4は，ディジタルサイネージの相互接
続サービスプラットホームを含む，公共の場でのディジ
タルサイネージの全体像である．
相互接続サービスプラットホームは，各種の公共機関

の情報を持つクラウドサービスや，駅など個別の情報

ソースから情報を得て，それらを複数のディジタルサイ
ネージを通じ，できるだけ多くの人に情報を提供しよう
とするものである．そのためこのプラットホームには，
配信管理や端末管理を含めたサービスの管理と，各種
ディジタルサイネージを接続するための共通インタ
フェースを持つことが期待される．また，共通フォー
マットで情報を各ディジタルサイネージシステムに提供
するだけでなく，共通フォーマットに対応していない
ディジタルサイネージシステムに対しては，データ
フォーマットの変換機能も要求される．
更に，接続されるディジタルサイネージシステム側
は，災害等緊急時には，プッシュモード的に相互接続
サービスプラットホームからの情報を下流のディジタル
サイネージ端末に配信することが推奨される．
H.751.1 は要求条件の文書であるため，具体的な変
換方法までは記載されていないが，2020 年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会に向けて，記載された
機能を持つディジタルサイネージが公共の場に設置され
ることが期待される．

6 高臨場感体験
高精細映像，3D映像，多視点映像，立体音響などの
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図４　公共の場でのディジタルサイネージの相互接続を提供するサービスプラットホーム（6）
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メディア技術を融合し，スポーツや音楽イベントの選手
や出演者だけでなく，観客の映像や音声を遠隔会場に伝
送することで，リアルタイムに会場と一体となる感動を
体感する超高臨場感ライブ体験（ILE：Immersive Live 
Experience）技術に関して，日本が主導して標準化を
進めている．
既に，超高臨場感体験を提供するサービスのための要

求条件（H.430.1），アーキテクチャのフレームワーク
（H.430.2（7））及びサービスシナリオ（H.430.3）の 3
件が標準化されている．図 5に ILE のアーキテクチャ
を示す．現在，ILEシステムのためのMMTのサービス
設定，メディア伝送プロトコル及び信号情報の標準化が
計画されている．

7 e ヘルス
持続可能な社会の発展のために健康の増進や高齢化
への対応は，最重要な要素の一つであり，そのために
ICT技術の利活用は不可欠になりつつある．健康に関す
る機器の相互運用性，社会での普及という観点から最新
のマルチメディア ICT技術を用いた遠隔医療や ICT健
康保健の作業項目の標準化が行われている．
身近な体重計や血圧計といった健康に関連した機器
に通信機能を持たせてデータを収集し，それを活用する
ための機器の IFなどの標準化がなされている．
そのほか，日本からの提案で，脳の健康管理を実現す
るための基盤として，MRI を用いた脳情報を中心に，
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図５　超高臨場感ライブシステムのアーキテクチャ（7）

図６　MBI プラットホーム構成図
（内閣府 ImPACT山川プログラム）
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付帯情報として食事・睡眠・運動・仕事など生活習慣
や，健康状態・ストレス・そのほか様々な心理状態に関
する質問紙の結果を蓄積する際の指標の標準化が行われ
た（H.861.1（8））．この脳に関わる情報は，Multimedia 
Brain Information（MBI）と呼ばれている．MBI 及び
それを扱うプラットホームを標準化することにより，現
在の脳の健康状態の把握から始まり，将来の脳の病気に
対する予防のために，本人，測定設備の保有者，測定や
診断を行う医師，及び情報を扱うシステム関係者が
MBI を共有することを目指している．現在，この指標
によるデータを使ったアプリケーションやサービスの事
例集の文書が作成中である．図 6に脳情報システムを
中心としたシステムの構成図を示す．

8 まとめ
本稿では，ICTの国際標準化団体である ITU-T にお

けるマルチメディア関係の研究委員会（SG16）で扱っ
ている標準の動向や最新の標準を紹介した．誌面の関係
で ITS やそのほかのマルチメディアサービスに関する
標準の説明は省略した．
SG16では，昨今話題となっている，ブロックチェー

ンで有名な分散電子台帳技術（DLT）や人工知能（AI）
に関しても，それらのサービス面からの標準化のため
に，以下の二つの課題の設置を進めている．2019 年 3
月 19日から開催される次回の SG16会合で正式にこれ
らの課題が発足し標準化が開始される．

・AI応用マルチメディアアプリケーション
  （Artificial Intelligence-enabled multimedia 
applications）
・分散電子台帳と eサービス
（Distributed Ledger Technology and e-services）

SG16 の最新の動向は，TTC や一般財団法人日本
ITU協会の機関誌で紹介されている．
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1 はじめに
家庭での直接受信による衛星放送は 1984年に世界に

先駆けて日本で開始された．標準画質 ･アナログ放送で
始まった衛星放送は，1989 年に本放送に移行し，ハイ
ビジョンやディジタル放送など新しい放送技術を採用し
ながら全国に広く普及してきた．一方，NHKはハイビ
ジョンに続く新たな放送メディアとして「スーパーハイ
ビジョン（8K）」の研究 ･開発を 1995年から始め，8K
は 4K と 合 わ せ て UHDTV（Ultra-High Definition 
Television）として国際標準化され，次世代の放送シス
テムとして実用化されてきた．
総務省は，4K及び 8Kによる次世代放送サービスを

世界に先駆けて実現するため，2012 年から「放送サー
ビスの高度化に関する検討会」を開催し，「4K・8Kの
推進に関するロードマップ」を策定・公表した．2014
年のフォローアップ会合を経て 2015年にロードマップ
を改訂し，東京オリンピック・パラリンピック競技大会
が開催される 2020 年に「4K・8K放送が普及し，多く
の視聴者が市販のテレビで 4K・8K番組を楽しんでい
る」ことなどを目標として定めた．このロードマップに
基づき，2016 年に 4K･8K 衛星放送の試験放送が開始
され，2018 年 12 月 1 日には 4K･8K 衛星放送の本放
送（新 4K8K衛星放送）が開始された（図１）．
本稿では，新 4K8K衛星放送の特徴と情報源符号化

及び伝送技術について解説する．

2 新4K8K衛星放送の特徴
2.1　映像システム
新4K8K衛星放送の映像サービスは現在のデジタルハ

イビジョン放送を超える高品質なサービスの実現を目指
し，新たに高品質映像フォーマットとして ITU-R 勧告
BT.2020（以降，BT.2020）（1）及び ITU-R 勧告 BT.2100

（以降，BT.2100）（2）を採用している．これらの規格は国
際電気通信連合無線通信部門（ITU-R：International 
Telecommunication Union-Radiocom munication 
Sector） ＊1 で標準化された3,840× 2,160及び 7,680×
4,320画素の4K，8K映像を規定しており，BT.2020は
従来の映像システムと同じダイナミックレンジ（SDR：
Standard Dynamic Range），BT.2100は従来よりも幅
広いダイナミックレンジ（HDR：High Dynamic 
Range）を表現できるという違いがある．これらの4K，
8K映像はハイビジョンのHDTVに対しUHDTVと呼ば
れる．UHDTVはハイビジョンを高解像度化しただけと
思われがちであるが，映像の高解像度化だけでなく，1
秒間に60枚（60P）あるいは120枚（120P）の画面提
示を行うプログレッシブ方式であり，また，より見たま
まを再現可能なHDRと広色域（WCG：Wide Color 
Gamut）を採用した新たな映像表現が行えるフォーマッ
トとなっている．
UHDTVの特徴であるHDRとWCGについて説明す
る．HDRは映像として表現できる明るさの範囲を広く
する技術であり，暗いところから明るいところまで従来

 ＊1 国際連合の専門機関の一つ．勧告とは国際的な技術基
準を示したもの．

1990年 2000年 2010年 2020年

アナログ放送

デジタル放送

新4K8K

開始
(1989年)

終了
(2011年)

開始
(2000年)

開始
(2018年)

図1　衛星放送の歴史（BS放送）
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にない正確さで映像を表示することができる．例えば従
来の映像システムでは，逆光の人物撮影では背景をきれ
いに撮影しようと光量を絞ると人物が「黒つぶれ」し，
人物をきれいに撮影しようと絞りを開くと背景が「白飛
び」するという現象がしばしば生じる．このような現象は
表現できる明るさの範囲に対して，被写体の明るさの幅
（ダイナミックレンジ）が大きすぎることが原因であり，
片方をきれいに撮影しようとすると，もう一方がきれい
に撮影できる範囲を超えてしまうために生じる現象であ
る．HDRは図2に示すようにこのような映像でもきれい
に背景と人物を表現することができるという特徴を持つ．
またWCGは広色域を意味し，色の表現範囲を拡張

し，これまでの映像システムでは再現できなかった色を
再現できるようにする仕組みである．これにより実物と
変わらない発色の再現（実在する表面色の色域包含率
99.9%．HDTVの場合 74.4%）を実現している．つま
り，HDR及びWCGによって従来の映像では表現でき
ない陰影や鮮やかな色彩をほぼ見たままに再現すること
ができ，新たな映像表現を実現することができると期待
されている．これらを実現するために映像信号は従来の
ハイビジョン信号の最大ビット深度 10bit に対し 12bit
にまで拡張されている．
新 4K8K衛星放送の新しい映像フォーマットの特徴

について述べたが，本サービスではUHDTVに限らず
既存のHDTVも放送サービスとして採用している．既
存のHDTV番組による多チャネルサービスが実現可能
となるとともに，降雨時の受信信号レベルの低下などに
起因する難視聴対策として低階層サービスとしての
HDTV放送を想定している．既にHDTVの番組の一部
でプログレッシブ方式による制作が行われていること，
UHDTVをHDTVにダウンコンバートしたコンテンツ
の放送が想定されることから，プログレッシブ方式によ

るHDRかつ／またはWCGによるHDTVサービスも
採用している．

2.2　音響システム
新 4K8K衛星放送の音声サービスは現在のデジタル
ハイビジョン放送を超える高品質なサービスの実現を目
指し，新たに高臨場感音響システムとして 22.2 マルチ
チャネル音響システム（22.2ch 音響）を採用した．
22.2ch 音響は ITU-R勧告 BS.2051-1（3）に規定されてい
る三次元音響方式の中で最大のシステムであり，自然で
高品質な三次元音場を再生可能である．22.2ch 音響の
チャネル配置とチャネルラベルを図 3に示す．22.2ch
音響は三次元的に配置した 24個のチャネルから構成さ
れ，聴取位置上方の上層 9チャネル，聴取者の耳の高
さに相当する中層に 10チャネル，聴取位置の下方の下
層 3チャネルを配置し，更に 2個の低域効果チャネル
（LFE：Low Frequency Effects）によって実現される．
画面上の任意の位置に音像が定位可能であるとともに，
聴取位置を取り囲む全方向から到来する音が再生可能で
ある．自然で高品質な三次元音場を表現可能であり，高
品質な音響体験を実現するために新 4K8K衛星放送で
採用された．

3 情報源符号化技術（4）

3.1　映像符号化方式
UHDTV信号は画素数だけでなく時間当りの画像の枚

数の増加，信号のビット深度の拡張によりそのデータ量は
数十倍に増加しており，情報源として伝送するためには高
効率なデータ圧縮技術が必要となる．そこで新4K8K衛
星放送では最新の映像符号化の国際標準方式であるISO/
IEC 23008-2|ITU-T勧告H.265 High Efficiency Video 
Co ding（HEVC）（5），（6）を採用することとした．HEVCは国

図2　SDRとHDRの表現力の違い

TpFL
TpFC

TpSiL TpC

TpBL
TpBC

TpFR

TpSiR

TpBR

BtFL

BtFCLFE1
BtFR

LFE2
FL

FC

SiL

BL
BC

FR

SiR

BR

FLc FRc

Top layer

Middle layer

Bottom layer

上層

中層

下層

図3　22.2ch音響のチャネル配置とチャネルラベル
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際標準化団体 ISO/IECと ITU-Tで標準化された方式で，
それぞれ傘下の ISO/IEC JTC1/SC29/WG 11 ＊ 2（通称
MPEG：Moving Picture Experts Group）とITU-T 
SG16/WP3/Q.6 ＊ 3（通称VCEG：Video Coding Experts 
Group）で設立した共同作業チーム JCT-VC（Joint 
Collaborative Team on Video Coding）によって開発さ
れた方式である．HEVC はこれまでのMPEG-2 や
MPEG-4 AVC|H.264（以降，AVC）を拡張する形で開発
されており，従来の符号化方式同様，ブロック分割，予
測，予測残差信号に対する直交変換，量子化，ループフィ
ルタ，エントロピー符号化によって構成される．HEVCが
既存の符号化方式と大きく異なる点の一つとして，標準化

 ＊2 ISO/IEC Joint Technical Committee 1/ Sub 
Committee 29/ Working Group 11．国際標準化機構
（ISO）と国際電気標準会議（IEC）の合同技術委員会にお
ける画像・映像圧縮符号化関連技術の標準化を行う副
委員会に属する映像符号化方式の標準化作業グループ．

 ＊3 ITU-T Study Group 16/Working Party 3/Question. 6．
ITUの電気通信標準化部門（ITU-T: ITU-Telecommuni
cation Standardization Sector）の第16研究委員会に
属するビデオ符号化専門グループ．

開始当初からUHDTVを意識して開発されたことが挙げ
られる．特に解像度の高い映像のために従来の符号化方
式では固定されていた符号化ブロックサイズ（MPEG-2
やAVCではマクロブロック）を拡張し，最大64× 64の
可変符号化ブロックを選択可能にした．また，時間スケー
ラブル機能が標準でサポートされており，普及している
60P対応受信機でも，将来の120P 放送時に問題なく
60P対応受信機で番組を視聴することが可能であるとい
う後方互換性を持つ．HDRやWCGのサポートもしてお
り，10bit 信号による符号化が可能であるなど多くの特徴
を持つことから新4K8K衛星放送に採用されることになっ
た．表1にハイビジョンデジタル放送で用いられている

表1　放送における主な符号化ツール比較

MPEG-2 AVC HEVC

符号化ブロックサイズ 16× 16 16× 16 64× 64～8× 8

直交変換 実数精度
DCT（8× 8）

整数精度DCT
（8× 8，4× 4）

整数精度DCT，DST，変換スキップ
（32× 32～4× 4）

画面内予測 なし DC予測＋最大 9方向 DC予測＋最大 33方向＋ Planar 予測

動き補償予測 ベクトル予測なし 周辺ブロックのMV
中央値による予測

周辺ブロックから最適なMVによる
予測＋マージ

インループフィルタ なし デブロッキングフィルタ デブロッキングフィルタ＋SAO

エントロピー符号化 二次元VLC CAVLCまたはCABAC CABAC

HDR/WCG対応 × × ○

時間スケーラブル機能 なし なし あり

表3　自営系業務用無線の特徴

標本化周波数 48 kHz

入力量子化ビット数 16bit 以上

最大入力チャネル数 22.2ch

符号化方式 MPEG-4 AAC，MPEG-4 ALS

表2　映像化方式の概要

映像フォーマット

空間解像度 1,920× 1,080 3,480× 2,160 7,680× 4,320

時間解像度 60/1 60/P 60/P 120/P 60/P 120/P

S
D
R

ビット深度 8.10 bit 10.12 bit

カラリメトリ・伝達関数 Rec. ITU-R BT.709, xvYCC Rec. ITU-R BT.2020

H
D
R

ビット深度 10 bit

カラリメトリ Rec. ITU-R BT.2020

伝達関数 ARIB STD-B32. SMPTE ST-2084

符号化方式 ISO/IEC 23008-2 |Rec. ITU-T H.265 （HEVC）

プロファイル
SDR Main, Main10 Main10

HDR Main10

ティア Main

レベル 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2
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MPEG-2，AVCとHEVCの主な符号化ツールの違いを示す．
国内の通信及び放送分野の標準方式を検討している一
般社団法人電波産業会（ARIB：Association of Radio 
Industries and Businesses）では放送における映像フォー
マット，符号化レベル，プロファイル，符号化における制
限事項などをARIB STD-B32（7）に規定している．表2に
概要を示す．より詳細な仕様はARIB STD-B32を参照さ
れたい．

3.2　音声符号化方式
音声データの符号化では，最大 22.2ch に増えた音声

データを伝送するために新たな放送用符号化方式として
MPEG-4 AAC LC（Advanced Audio Coding Low 
Complexity）プロファイルを採用することとなった．
MPEG-4 AACは当初 22.2ch をサポートした規格では
なかったため，22.2ch の各チャネルの符号化を SCE
（Single Channel Element：単一チャネル用の圧縮符号
化），CPE（Channel Pair Element：2チャネルをペア
として扱う圧縮符号化）及びLFE（LFE Element：LFE
チャネル用の圧縮符号化）の組合せで実現する拡張技術
を標準化し，この拡張規格によって放送を行うこととし
た．また，かねて要望が強かったロスレス符号化を実現
するMPEG-4 ALS（Audio Lossless）も採用すること
により無ひずみの音声サービスも実現可能とした
（表 3）．

4 衛星伝送技術
4.1　伝送路符号化技術
BS･東経110度CSによる広帯域衛星放送では，伝送

方式として「衛星デジタル放送方式（ISDB-S： Inte-

grated Services Digital Broadcasting - Satellite）」（8），（9）が
使用されてきた．ISDB-Sは，一つの衛星中継器で2～3
チャネルのハイビジョン番組の放送が可能，ハイビジョン
番組と標準画質番組の混在編成が可能，EPG（Elec tronic 
Program Guide：電子番組表）やBML（Broadcast 
Mark up Language：デジタルテレビ放送向けのコンテン
ツ記述言語）による各種データ放送が可能，一つの衛星
中継器内に複数の事業者が独立にサービスを提供可能，
強い雨により電波が減衰したときの放送の遮断時間を低
減する階層伝送が可能（降雨対応放送），伝送パラメータ
や番組多重の構成情報は TMCC（Transmission & 
Multiplexing Configuration Control）信号と呼ばれる制
御信号によって受信機に常時通知される，といった特徴を
有し，国内における標準的なデジタル衛星放送方式として
長年使用されてきた．しかし，ISDB-Sは一つの中継器で
伝送可能な情報は最大約52Mbit/s であり，8Kのような
情報量の多い映像サービスを伝送することができない．そ
のため，新たな放送方式である「高度広帯域衛星デジタ
ル放送方式（ISDB-S3）」（10），（11）が開発された（表4，図4）．
高度広帯域衛星デジタル放送方式 ISDB-S3 は，
ISDB-S の特徴に加え，次のような特徴を有している．

（1） 一つの衛星中継器で1チャネルの8K番組または
3チャネルの 4K番組の放送が可能．

（2） 多重方式として MMT（MPEG Media Trans-
port）・TLV（Type Length Value）方式を採用
し，柔軟な放送・通信連携サービス実現が可能．

（3） ディジタル変調の基準信号点配置を示す信号（伝
送信号点配置信号）の導入により衛星の非線形特
性の影響があっても最適な誤り訂正復号が可能．

表4　ISDB-S3（新4K8K衛星放送）と ISDB-S（BS・東経110度CSハイビジョン放送）

放送方式 高度広帯域衛星デジタル放送方式
（ISDB-S3）

衛星デジタル放送方式
（ISDB-S）

変調方式 16APSK TC8PSK

帯域幅（99%電力） 34.5MHz 34.5MHz

シンボルレート 33.7561 Mbaud 28.86 Mbaud

ロールオフ率 0.03 0.35

誤り訂正符号
外符号：BCH符号
内符号：LDPC符号
（符号化率 7/9）

外符号：リードソロモン符号
内符号：畳込み符号
（符号化率 2/3）

伝送多重制御信号 TMCC信号
（π/2 シフト BPSK）

TMCC信号
（BPSK）

1中継機当りの
情報ビットレート 99.9552 Mbit/s 52.17 Mbit/s

多重化方式 MMT・TLV MPEG-2 TS
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上記特徴（1）について，伝送時の変調信号の帯域制
限を行うロールオフフィルタのロールオフ率として
0.03（ISDB-S は 0.35）を採用することにより，変調信
号のスペクトル波形を方形に近づけることで，電波法で
規定される 1衛星中継器当りの占有帯域幅 34.5MHzを
満たしながら，シンボルレートを 33.7561Mbaud まで
増大させた．これにより，従来の ISDB-S のシンボル
レート 28.86Mbaud と比較して周波数利用効率を約
17%拡大した．また，異なる振幅を有する変調信号点
間の距離を最適化したAPSK（Amplitude Phase Shift 
Keying：振幅位相変調）と，強力な誤り訂正能力を有
する LDPC（Low Density Parity Check）符号の採用
により，エラーフリーで伝送可能な信号電力と雑音の比
である所要 CN比（Carrier-to-Noise ratio）を改善し
た．周波数利用効率の拡大と所要CN比の改善の結果，
変調方式 16APSKと誤り訂正符号化率 7/9 の組合せで
伝送して，東京において直径 45cmの一般的なパラボ
ラアンテナで受信する場合，最悪月（年間を通じて最も
降雨量が多い月）のサービス時間率 99.5％を満たしな
がら一つの衛星中継器で約 100Mbit/s の伝送容量を確

保することで，8K番組を伝送することが可能となった．
一方，CN比が低い状態であっても安定的に受信する

ためには，受信機における復調時の同期の確保が重要と
なる．ISDB-S3では変調信号に対して周期的かつ間欠的
にπ /2 シフト BPSK 信号をバースト的に挿入すること
で，受信CN比が 0dB以下においても安定した同期性
能を確保している．また，伝送制御信号であるTMCC
信号を同じπ /2 シフト BPSK 信号で伝送することによ
り，TMCC信号を同期補強信号として利用可能である．
なお，ISDB-S3 は，降雨時にも安定した放送サービ
スの継続が可能な階層伝送に対応し，複数種類の変調方
式を時分割で組み合わせて伝送することが可能である．
伝送する信号の―部にQPSKなどの所要CN比が低い
変調方式を多重することで，降雨時の放送サービス遮断
を軽減することができる．
特徴（2）について，多重化方式として従来の
MPEG-2 TS に加えMMT･TLV 方式にも対応し，可変
長データの伝送が可能となった．TLV多重化ではデー
タの種類と長さを示す情報をヘッダに多重しており，
MMTを格納したIPパケットのような任意の可変長デー
タを伝送できる．MMTは，放送や通信などの複数の伝
送路を経由して伝送された信号が，共通の時刻情報を利
用して同期再生できるような仕組みを備え，高度化した
放送・通信連携サービスの実現を可能とする．映像・音
声信号等はMMTパケット化された後に IPパケットで
伝送され，最終的に TLVパケット形式で多重される．
ISDB-S3 では，TMCC信号に可変長パケットの先頭及
び終了バイト位置をポインタ情報として記載すること
で，伝送フレームに含まれる複数の可変長パケット位置
が識別可能となっている．
特徴（3）については，主信号変調方式と同一の変調

方式で既知の信号点を周期的かつ間欠的に伝送する伝送
信号点配置信号を導入することにより，衛星中継器の進
行波管（TWT：Traveling-Wave Tube）の非線形特性
の影響を補償する．中継器で非線形ひずみが生じても，

図4　ISDB-S3における伝送符号化の基本構成

図5　右旋円偏波と左旋円偏波
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既知のこの信号を受信機において平均化することで，非
線形ひずみが引き起こす理想信号点からのずれを測定す
ることが可能となっている．この値を誤り訂正符号の
LDPC復号に用いる対数ゆう度比計算に利用することで，
非線形ひずみが生じても最適なLDPC復号が可能となる．
ISDB-S3 は 2014 年に国内の新しい衛星放送方式と

してARIB 標準規格として策定され，2016 年 12 月に
は ITU-Rで勧告BO.2098 として国際標準化された（12）．

4.2　受信技術
BS・東経 110 度 CS による衛星放送は，電波の偏波

面が時間とともに回転する円偏波を使用している．新
4K8K衛星放送は，従来の衛星放送で使用していた右旋
円偏波（以降，右旋波）に加え，左旋円偏波（以降，左
旋波）の電波を使用する（図 5）．右旋波と左旋波の信
号はそれぞれ独立して扱うことができるので，右旋波と
同じ周波数帯で左旋波を伝送する．左旋波を受信するに
は右左旋両偏波対応の受信アンテナが必要である．
衛星から受信する 12GHz 帯の信号は，アンテナの

LNB 変換器（Low Noise Block converter）で，より
低い周波数である IF信号（中間周波数）に変換される．
これまでのBS･ 東経 110 度 CSの右旋波は，IF 周波数
として 1.0GHz～2.1GHz を使用しているが，新 4K8K
衛星放送の左旋波はこの上位周波数の 2.2GHz～
3.2GHzの伝送帯域を使用する．このため，新 4K8K衛
星放送を受信するためには，右左旋対応のパラボラアン
テナのほか，増幅器や分岐・分配器などが 1.0GHz～
3.2GHzに対応した受信システムを構築する必要がある．
左旋波用の 2.2GHz～3.2GHz の中間周波数帯域は，

汎用的な ISMバンドや小電力データ伝送システム，衛
星電話，BWAなどと同じ周波数帯であり，無線 LAN
や電子レンジの使用時に発する電波などにも影響する．
衛星放送の受信設備の施工が不適切だった場合は，IF
周波数帯と同じ周波数を使用しているシステム全てと干
渉する可能性があるため，受信設備からの漏えい電力
は，-49.1dBm 以下（3m 離れて 46.2dBμV/m 以下）
／ 33.7561MHzとなるように無線設備規則により規制
されている．総務省は衛星放送用テレビ受信設備の施工
の際に守るべきガイドラインを取りまとめている（13）．

5 おわりに
2016 年 8 月に開始された BS 衛星による 4K･8K 試

験放送では，平昌冬季五輪や FIFAワールドカップなど
が臨場感あふれる映像・音声で生中継された．新 4K8K
衛星放送の本放送開始に伴い，数多くの事業者が新しい
放送サービスを展開する．今後ますます 4K8K放送が

広がっていくことが期待される．
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1 まえがき
第 5世代移動通信システム（以降，「5G」）は，図 1

に示すように「大容量」「超高速」に加え，過去の移動
通信システムにはなかった「多数同時接続」，「低遅延・
高信頼」といった新たな特徴も有しており，我が国の経
済成長に不可欠な IoT 時代の ICT基盤として早期実現
が期待されている．我が国が世界に先駆けて 5Gを実現
するため，総務省では，欧米，アジア諸国との連携強化
を図るとともに，5Gの技術的条件を検討するため，平
成 28年 10月，情報通信審議会に「新世代モバイル通
信システムの技術的条件」を諮問した．このような 5G
用の周波数確保等に向けた検討が行われたことを背景
に，平成 29年度からは，5Gの総合的な実証試験（1）が
開始されている．
本稿ではNTTドコモが実施主体となり総務省から請

け負った，平成 29年度「人口密集地において 10Gbit/s
を超える超高速通信を可能とする第 5世代移動通信シ
ステムの技術的条件等に関する調査検討」，及び平成 30

年度「屋外において平均 4-8Gbit/s の超高速通信を可能
とする第 5世代移動通信システムの技術的条件等に関
する調査検討の請負」の概要と，その応用事例として
「エンターテインメント」分野における 8K映像伝送に
関する実証試験の事例を紹介する．

2 5G
2.1　5G概要
5Gでは，従来の移動通信システムと比較し電波資源

の豊富な高い周波数帯，具体的には図 2に示すように
SHF 帯（3～30GHz）等を積極的に活用することで，
超広帯域を活用した高速データレート伝送を実現する．
更に，図 3 に示す超多素子アンテナを活用した
Massive MIMO（Multiple Input Multiple Output）技
術の導入で得られるビームフォーミング利得により，高
周波数帯で問題となる伝搬損の問題を補償しながら，多
数のストリームを空間多重することで，数Gbit/s 級の
超高速・大容量通信を実現することができる．また，

図１　5Gが目指す世界と目標スペック
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5G端末の移動に応じてビーム形成方向を動的制御する
ビーム追従技術により，携帯電話では不可欠と言える移
動体アクセスへの対応も実現する．

2.2　総務省「5G総合実証試験」
総務省は，5Gを社会実装させることを念頭に，世界

中の企業や大学等が参加できるオープンな環境を構築
し，様々な応用分野における具体的なフィールドを活用
した 5Gの総合的な実証試験を主導し，世界に先駆け我
が国で 5Gを実現することを目指している．平成 30年
度の「5G総合実証試験」は，六つの試験グループで構
成され（2），東京をはじめ地方においても様々な試験が
実施されている．
NTTドコモは，前記 5G総合実証試験の一部（試験

グループGI）を請け負っており，我が国で4.4～4.9GHz
帯（以降，「4.5GHz 帯」），及び 27.5～29.5GHz 帯（以
降，「28GHz 帯」）の周波数帯に 5Gを導入するため，
当該周波数帯における電波伝搬特性の解明及び同周波数
帯を用いた超高速通信に関して 5Gの性能評価を実施し
ている．具体的には平成 27年度から先行して実施して
いる「第 5世代移動通信システム実現に向けた研究開
発」の成果である種々の 5G無線プラットホームなどを
活用しながら，5G時代のサービスやアプリケーション
を組み合わせた総合実証試験環境を効率的に立ち上げ，
様々な事業者に対し新たなサービスやアプリケーション
を創出できる機会を提供することで，5Gを基点とした
新たな産業の創出や日本企業の競争力の強化につなげ，
事業者や無線プラットホームベンダに対して新たな企業
間のコラボレーションを促進している．
試験グループGIにおける調査検討では，電波伝搬特

性の評価，伝送特性の評価などの無線技術に関する調査

も実施しているが，「エンターテイメント」「スマートシ
ティ／スマートエリア」「医療」「オフィス／ワークプレ
イス」の四つの応用分野において様々なパートナー企業
と協力し，5G時代の多様なサービス・アプリケーショ
ンの実現可能性を検証していることが特徴的である．以
下では「エンターテイメント」分野における実証試験事
例として，NTTドコモとシャープで取り組んでいる超
高精細（8K）映像伝送に関する実証試験事例を紹介す
る．

3 8K映像伝送技術
3.1　8K映像について
我々が日常的に扱う映像の解像度は高解像度化が進

み，8K映像の実用化に向けた取組みが盛んに行われて
おり，日本国内においては，2018 年 12 月に 4K・8K
映像による実用放送（衛星放送）が開始された（3）．現
在広く普及しているフルハイビジョン（2K）映像の解
像度が 1,920× 1,080 ピクセルであるのに対して，8K
映像の解像度は 7,680× 4,320 ピクセルとなる．その
ため，8K映像の伝送に要求されるデータレートは大幅
に増加し，フレームレート 120Hz のフルスペックの
8Kに要求されるデータレートはおよそ 144Gbit/s に達
する．そのため，限られた周波数帯域の中で，8K映像
を伝送するために，H.265（HEVC:High Efficiency Video 
Coding）（4）や VVC（Versatile Video Coding）（5）,（6）等
の高効率な映像符号化技術が必要となる．圧縮率の高い
符号化では，要求されるデータレートを数十Mbit/s か
ら 120Mbit/s 程度にまで圧縮可能であるが，符号処理
及び復号処理に係る遅延時間が存在する．遅延時間を低
減するためには，圧縮率を低くする方法が考えられる

図2　5Gにおける周波数利用の考え方

図3　超多素子アンテナによるビーム形通信
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が，所要データレートが増加することを示唆している．
そのため，8K映像を柔軟に活用する上で，大容量の無
線通信技術が望まれており，5Gに対し，特に超広帯域
伝送に係る期待は大きい．

3.2　8K映像の活用領域
8K映像は，今まで映像が主に活用されてきた放送分

野のみならず，様々な分野・領域に普及・活用されてい
くことが期待される．図 4には 8K映像の活用が期待さ
れる分野・領域を幾つか抜粋して示している．例えば，
セキュリティ領域においては，監視カメラに 8K映像を
活用することで，広範囲にわたる密集状況で人を識別
し，どんな小さな動きも検知し，事故や犯罪の防止に寄
与できる．医療領域においては，8K映像を活用し，遠
隔地における診察，並びに手術の効率化に寄与できる．
検査システム領域においては，これまでの画質では見付
けられなかった細かな傷も 8K映像の高解像度を活用す
ることで検出可能とし，品質保証に寄与できる．インフ
ラ保守領域においては，8K映像により，建造物・イン
フラ（線路・橋など）の僅かなひずみやずれも計測可能
とし，安全性の向上への寄与が期待される．また，映
像・コンテンツにおいても，例えば，スポーツ映像の視
聴に対して，超高臨場感で現地の雰囲気まで伝わるよう
な新しい映像体験を提供することができる．

3.3　8K MMTマルチチャネル伝送
8K映像による更なる高臨場な映像体験を提供するこ

とを考えた場合に，複数の 8Kカメラの映像を同期表示
させ，観光地やスタジアム全体を俯瞰するような大規模
なパノラマ映像表示や，多視点映像表示（例えば，選手
ごとの視点映像表示や，様々な定点カメラ及び移動カメ
ラからの映像表示）を組み合わせた，大規模・高臨場パ

ブリックビューイングが期待されている．大規模パブ
リックビューイングを実現する上で，我々は，8K映像
の伝送方式として，MPEG Media Transport（MMT）
方式（7）,（8）に着目している．
MMT方式は，ISO/IEC23008-1（MPEG-H）におい

て国際規格として承認された IP（Internet Protocol）
フォーマットベースの多重化方式である．MMT方式で
は，協定世界時（UTC：Coordinated Universal Time）
ベースのタイムスタンプが設定されており，様々な IP
ネットワークを介して受信機に到達した複数のコンテン
ツを同期して表示することが可能である．例えば，スタ
ジアム全体の映像を大画面に表示しつつ，多視点映像を
同時に表示するといった視聴形態を実現することができ
る．
しかし，無線通信では，時々刻々と変化する伝搬路

環境に起因する伝送誤りが発生してしまう．無線区間の
伝送誤りは，当然映像品質の低下を招いてしまう．特
に，1Gbit/s を超える大容量通信を実現しようとした場
合，伝搬路環境の変動によって伝送誤りが発生しやすい
高多値変調や多ストリーム数のMIMO通信を使用する
ことになることから，無線区間の伝送誤りを完全になく
すことは極めて困難である．
通信路に起因する伝送路誤りによる映像品質の劣化

を改善する技術として，映像側に前方誤り訂正符号
（FEC：Forward Error correcting Code）技術を導入
することが検討されている．特に，リアルタイム性が要
求されるコンテンツの配信においては，再送に起因する
遅延が無視できない場合があることから，FECによる
誤り訂正が有効である．例えば，地上デジタル放送にお
いては，複数の符号を組み合わせた連接符号が採用され
ており，情報源に近い方の外符号にリードソロモン符
号，伝送路に近い方の内符号に畳込み符号が採用されて

8K

映像・コンテンツ

医療

セキュリティ

検査システム

インフラ保守

図4　8K映像の活用が期待される分野・領域の例
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いる（9）．
我々が着目しているMMT伝送でも，複数種類の

FECが仕様化されており，誤り訂正制御を実装した 8K
映像受信装置を用いて受信データの誤りを検知・訂正す
ることで，無線区間の伝送誤りの影響を大幅に低減した
乱れの少ない映像が実現されることが期待される．
我々は，MMT伝送において仕様化されている複数の

FEC の 中 で，MPEG-H（10） で 規 定 さ れ て い る
SMPTE2022-1（ProMPEG）を用いて，その誤り訂正
能力を検証している．このようにアプリケーションレイ
ヤに適用する FEC を本稿では AL-FEC（Application 
Layer FEC）と呼ぶこととする．我々が検討している
Pro-MPEGでは，図 5に示すように，連続する映像パ
ケットD1～D25を二次元に配置し，行方向及び列方向
にそれぞれに紛失パケットを復元するためのパリティパ
ケットが設定される．パリティパケットは映像パケット
に対する排他的論理和（XOR）によって生成される．
図 5 において P26 は D1～D5 の XOR，P31 は D1～
D21の XORによって生成される．受信側ではパケット
誤り（パケット紛失）を検知した場合，当該パケットを
含む行方向若しくは列方向にXORを取ることで，当該
パケットを訂正することが可能となる．列方向に生成さ
れるパリティパケットは主にランダム誤り，行方向に生
成されるパリティパケットは主にバースト（連続）誤り
に対して効果を発揮する．無線通信で発生する誤りにお
いては，特にマルチパスフェージングに起因するバース
ト誤りの影響が大きく，行方向に配置されるパリティパ
ケットによる訂正効果が期待される．

3.4　HTTPストリーミングによる8K映像伝送
本実証試験においては，先に説明したMMT伝送に

加えて，HTTPストリーミング技術の一つであるHTTP 

Live Streaming（HLS）（11）にも着目している．
HLSでは，サーバ上の映像データ（映像ソース）に

クライアントがアクセスすることで映像再生が開始され
る．このときサーバ上に配置された映像データは，設定
した時間長（セグメントファイルサイズ）で区切られた
メディアセグメントファイル（.ts ファイル）と，メディ
アセグメントファイルを記述するインデックスファイル
（.m3u8ファイル）とで構成される．
映像ソースがカメラ映像等のライブ映像であった場

合，サーバ上には，メディアセグメントファイルが蓄積
されていき，またインデックスファイルにも当該のメ
ディアセグメントファイルの情報が追記されていくか
ら，クライアントはライブ映像を視聴する一方で，過去
に遡って視聴することも可能である．ここで，サーバ
は，セグメントファイルサイズと，インデックスファイ
ルに記載可能なファイル数（プレイリストサイズ）を設
定することができる．また，サーバは，所定の時間周期
をもって，インデックスファイルの内容を更新する．ク
ライアント側は，当該周期でサーバのインデックスファ
イルにアクセスを行い，記載されているメディアセグメ
ントファイルを受信することになるから，プレイリスト
サイズと，メディアセグメントファイルサイズとで定義
されるサイズだけバッファリングすることが可能とな
る．このことから，プレイリストサイズとセグメント
ファイルサイズの積で表される時間区間における通信路
の平均スループットが，映像データに対する所要ビット
レートを満たすことが，安定した映像伝送を実現する条
件の一つとなる．適切な設定を行えば，無線通信のよう
に，スループットの瞬時変動が発生し得る通信路に対し
ても，十分な耐性を得られることが期待できる．なお，
本稿ではMMT，HLS ともに，本試験に関連する範囲
のみの説明にとどめている．詳細については，MMTに
ついては文献（7），（8）等，HLSについては文献（11）
等を参照されたい．

4 5Gを活用した8K映像
マルチチャネル伝送試験

高精細スポーツ映像のパブリックビューイング等の
需要を想定した 5Gのユースケースの実証試験として，
NTTドコモとシャープは 2017年 11月に 5Gを活用し
た 8K映像マルチチャネル映像伝送に関する共同試験を
実施した．8K映像の伝送には，HEVCのような高効率
な圧縮技術を用いても，1チャネル当り平均 80Mbit/s
のデータレートが必要となり，現行の 4G（LTE）によ
る伝送では伝送速度の観点から安定して複数チャネルの
8K映像伝送を実現することは難しいが，この試験では

D1 D2 D3 D4 D5 P26

D6 D7 D8 D9 D10 P27

D11 D12 D13 D14 D15 P28

D16 D17 D18 D19 D20 P29

D21 D22 D23 D24 D25 P30

P31 P32 P33 P34 P35

Dm:映像パケット

Pn:パリティパケット

図5　 Pro-MPEGにおけるデータパケットとパリティパ
ケットの関係の一例
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5Gの特徴の一つである高速・大容量の通信を活用する
とともに，5G無線装置における無線レイヤの誤り訂正
制御に加え，MMT伝送における誤り訂正制御を実装し
た 8K映像受信装置を用いて受信データの誤りを検知・
訂正することで，無線区間の伝送誤りの影響を大幅に低
減した乱れの少ない映像を再現した．具体的には図 6
に示す試験構成において，4.5GHz 帯の 5G無線装置を
用いて，合計約 1Gbit/s を必要とする 12 チャネルの
8K映像伝送を安定して行うことに成功し，パブリック
ビューイング，サイネージなどを通じて，新たなユーザ
体験を提供する送受信システムの実現可能性を確認し
た．
試験の様子を図 7に示す．無線区間におけるスルー

プットから 12チャネルの疎通を確認，うち 4チャネル
の映像データについては受信装置に隣接して設置した 4
台の 8Kディスプレイに安定して同時表示できることを
確認した．また残りの 8チャネルのデータについても，
5G端末局に接続されたルータ上で受信できていること
を確認した．

5 5Gを活用したSL列車への
8Kライブ映像伝送試験

観光産業への活用を想定した 5Gのユースケースの実
証試験として，NTTドコモとシャープは，東武鉄道の
協力の下，地方観光資源として復刻運行されている SL

図6　5Gを介した8K映像マルチチャネル伝送試験

図７　世界初，5Gで12チャネルの8K映像伝送に成功した試験の様子
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（Steam Locomotive：蒸気機関車）の乗車体験を向上
させるための 8Kライブ映像伝送試験を 2018 年 11 月
に実施した．
具体的には，図 8に示すように，日光鬼怒川線の線

路沿いにある栃木県日光市の鬼怒川にかかる橋りょう付
近に，4.5GHz 帯及び 28GHz 帯の 5G基地局を用いて
5G通信エリアを構築し，橋りょう付近から SLが走行
する勇姿を 8Kカムコーダで撮影し，その 8Kライブ映
像を，5Gを介して SL車内へ即座に伝送した．これに
よりお客様が乗車している客車をけん引する SLの勇姿
を，客車内から楽しむ新しい観光体験を実現した．図
9，図 10に試験中の SL車外及び車内の様子を示す．本
試験の模様はドコモ公式YouTube チャネルにて動画像
でも御覧頂ける．（https://youtu.be/R10bRTxxeu8）
なお，それぞれの 5G基地局は，ビームフォーミング

機能及びビーム追従機能を備え，SL客車の側面窓に設
置した 5G移動局との間で安定的に通信を行い，最大
1.7Gbit/s の伝送速度を実現したほか，28GHz 帯にお
いては 3局の基地局間でハンドオーバしながら途切れ
ることなくライブ映像の表示に成功した．8Kカムコー
ダからのライブ映像の配信技術にはHLSを用いており，
適切なセグメントファイルサイズとプレイリストサイズ
により，安定した 8K映像ライブ視聴を実現している．
本試験では，約半世紀ぶりに復活を遂げた SLと，最

先端の ICT技術である 5Gの融合により，「鉄道産業文
化遺産」である SLの乗車体験をより印象的な観光体験
に昇華して提供できることを実証し，5Gが観光産業分
野の発展に寄与できることを確認した．

図8　5Gを介したSL列車への8Kライブ映像伝送試験構成

図9　 試験中，橋りょう付近からSL列車を撮影している
様子

図10　 SL列車内に設置した8Kディスプレイにライブ映
像が表示される様子
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6 あとがき
5Gを活用したユースケースの実証事例として，総務

省 5G総合実証試験の一部としてNTTドコモ，シャー
プで取り組んでいる 8K映像伝送試験の成果について報
告した．今後も様々な応用分野における 5Gそして 8K
の実証を実施していく予定である．
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1 はじめに
モバイル網・固定網にかかわらず，様々なネットワー

ク環境においてストリーミング形映像配信サービスの利
用が増加している．Sandvine の 2018 Global Internet 
Phenomena Report（1）によると，全ダウンストリーム
トラヒックのうち 58%を映像データが占めていると報
告されている．また，Cisco の Visual Networking 
Index（2）によると，2015 年から 2020 年にかけて年平
均成長率 22％（5年間で約 2.7 倍）で全体のトラヒッ
クは増加を続けると予測されている．映像トラヒック量
の増加につれ，ネットワーク環境によっては再生停止等
の品質劣化が発生している．こうした視聴品質の劣化
は，視聴時間の低下にもつながると報告されているた
め（3），映像配信サービスにおける視聴品質の向上は，
ネットワーク事業者・コンテンツ事業者にとって大きな
課題となっている．
映像配信サービスの視聴品質向上に向けた制御は，

端末及びサーバにおける制御とネットワークにおける制
御に分類することができる．端末及びサーバにおける制
御として主に用いられる方式は，Adaptive Bitrate 型
映像配信方式（以降，「ABR」） である．ABRは，動画
像の再生中にビットレートを動的に変更することのでき
る方式であり，MPEG-DASH（4）や HLS（5）といった方式
が広く使われている．ABRの基本的な構成図を図 1に
示す．ABRは，映像配信サーバと再生クライアントか
ら構成される．映像配信サーバは，映像データをあらか
じめ複数のビットレートで符号化し，数秒から 10秒程
度のチャンクと呼ばれる単位に分割して保存しておく．
そして，クライアントは，映像配信サーバへチャンク単
位で映像データを要求しながら，同時に再生を行う．こ
のときクライアントは，現在の通信品質やバッファ量の
遷移状況を加味して，チャンクごとに異なるビットレー
トのデータを要求することができる．このようなアルゴ

リズムはビットレート選択アルゴリズムと呼ばれ，視聴
品質を左右する重要な要素である．適切なビットレート
選択アルゴリズムを構築することができれば，通信環境
に応じて適切なビットレートが選択されるため，急激な
ふくそうが発生したとしても，再生停止や再生画質の大
幅な劣化を避けることができる．
ネットワークにおける制御としては，マルチCDN制

御技術やOpen Caching に注目が集まっている．マル
チCDNとは，複数のCDN （Content Deliv ery Network） 
を契約しておき，各 CDNのふくそう状況に応じて
CDNを切り換えることが可能なシステムである．一つ
の事業者が複数の配信サーバを保有している場合には，
同様の考え方で複数のサーバを切り換えながら映像配信
を行うことができる．マルチCDN 制御を利用すること
で，たとえ一つのCDNでふくそうが発生したとしても，
別のCDNから配信することが可能となり，映像データ
の配信品質の劣化を抑えることが可能となる．
Open Caching とは，アクセスネットワーク区間に

コンテンツ事業者共用のキャッシュを配置することで，
よりユーザに近い位置から映像配信を行うことを可能と
する技術であり，従来のコンテンツ事業者が設置する
キャッシュ装置とは異なり，アクセス事業者が主体と
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なって設置するものである．この技術は，現在標準化や
製品開発が進められている段階であり広く普及している
状況ではないが，本技術の導入が進めば，ネットワーク
内部のふくそうの回避等による映像データの配信品質の
向上が期待される．
本稿では，映像配信サービスの品質技術動向として，

上記三つの技術について概説を行う．２．では，映像配
信サービスにおける品質制御技術全体について俯瞰し，
３．でビットレート選択制御，４．でマルチCDN制御，
５．でOpen Caching について説明を行う．６．では
全体のまとめを行う．

2 映像配信サービスにおける
品質制御技術

2.1　端末及びサーバでの制御
一つ目は，映像配信サービスのクライアントアプリ

ケーション内部での品質制御技術である．先に述べた
ABRにおいて，ビットレート選択アルゴリズムは映像
配信サービスの視聴品質を大きく左右する要素である．
また同時に，映像配信時に発生するトラヒック量にも大
きく影響をもたらす．ビットレート選択アルゴリズムは
ABRの登場以来，研究開発の対象となっており，今現
在でも多くのアルゴリズムが提案されている（6）．ビット
レート選択アルゴリズムについては，３．で詳細を述べ
る．
また，プレーヤのバッファ量を制御するペーシング

アルゴリズムの研究開発も進められている．バッファ量
が常に一定量となるように映像チャンクの受信タイミン
グを制御する手法や通信品質が良いときに優先的に受信
する手法（7），ある程度バッファに空きができてから一気
にバッファをためる手法などが存在している．
SIQV（8）は，映像チャンクの各ビットレートにおける

統計的な品質指標について着目した，ビットレート選択
候補削減手法である．SIQVでは，映像コンテンツの同
一視聴箇所における隣接ビットレートチャンクの映像品
質に顕著な差分がなかった場合，データサイズの大きい
方のビットレートを候補から除外する．この処理によ
り，より少ないデータ転送量で高い画質を選んだ場合と
同一の効果が得られる．つまり，ユーザの視聴品質に大
きな影響を与えることなく，転送するデータ量の削減が
可能となる．

2.2　ネットワークでの制御
二つ目は，配信サーバと端末をつなぐネットワーク

区間における品質制御技術である．映像配信サービス事
業者が複数のサーバを用意し，ユーザのネットワーク環

境やサーバのふくそう状況などを加味して，それらを適
切に使い分けるという方法もあれば，映像配信サービス
事業者が複数のCDNサービスを利用し，ユーザのネッ
トワーク環境やCDNの負荷状況などによってCDNを
切り換える方法も存在する．後者の形態はマルチCDN
と呼ばれており，現在注目が集まっている技術である．
Conviva（9）はこのマルチCDNの形態において，適切に
CDNを切り換えることでサービスの可用性や配信品質
を向上させる技術をサービスとして提供している．マル
チCDNについては４．で詳細に述べる．
また，ネットワーク区間においては，コンテンツ配

信の高速化，トラヒック流量抑制に向け，キャッシュが
広く使われている．キャッシュは，ネットワーク事業者
が設置する従来型トランスペアレントキャッシュと，コ
ンテンツ事業者が所有しネットワーク事業者の内部に設
置させる専有型キャッシュに分類することができる．し
かし，近年では，これらの分類には収まらない，コンテ
ンツ事業者とネットワーク事業者が連携したモデルであ
るOpen Caching（10）と呼ばれる技術が登場し，注目を
集めている．Open Caching については５．で詳細を
述べる．

3 ビットレート選択制御
ビットレート選択制御技術は，視聴品質の向上を目指

した方式が多く提案されており，主な方式としては，バッ
ファ情報のみに基づいてビットレートを決定する方式（11）

や , モデル予測制御に基づく方式（12），リアプノフ最適化
に基づく方式（13），深層強化学習に基づく方式（14）などがあ
る．
しかし，視聴品質のみを向上させても，特にモバイル

環境においては，１か月当りに利用可能な通信量の上限
を設けることが一般的になりつつあり，視聴時の通信量
を気にするユーザも多い．そこで，視聴品質を向上させ
るという制御目的とは異なる技術として，視聴品質と通信
量のバランスを制御するビットレート選択技術（TQAPI）
が提案されている（15）．この技術では，ユーザや配信事業
者が，視聴に耐え得る最低限の視聴品質を目標QoE
（Quality of Experience）として設定し，目標QoEを保
ちながら通信量をなるべく削減するビットレートを選択す
る．
図2にシステムの全体像を示す．ユーザ端末は映像配

信事業者からチャンクを受信する前に，QoE制御エンジ
ンに問合せを行う．この問合せでは，これまでの再生ビッ
トレートや再生停止時間などの情報を渡すことで，QoE
制御エンジンの内部で最適なビットレートを算出する．
算出された最適ビットレートは，次に受信するべきビット
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レートとしてユーザ端末に通知され，それに基づいてユー
ザ端末は映像チャンクを受信する．
図3には，QoE制御エンジンの動作について示した．

QoE制御エンジンの内部では，あらかじめ定められた目
標QoEと，その時点までの視聴情報と，ネットワーク品
質予測値を基に，今後どのようなビットレート系列を選
択すれば，一定時間先の時点で目標QoEを達成でき，か
つその際に発生する通信量が最小になるかを計算する．
このとき，ネットワーク品質の予測が必要になるが，この
予測については，ユーザが置かれた環境（位置・時間・
利用キャリヤ等） における過去の通信品質データも加味し
て，予測を行う．
本技術は実際の映像配信サービスを用いてその効果が

実証されており，目標として設定したQoEでの配信を実
現できることや，目標QoEを低めに設定することで大幅
に通信量を削減できることが確認されている（16）．
視聴品質を改善する技術が今後も必要であり続けるこ

とは間違いないが，ユーザの真に求める視聴品質は通信
量なども加味して判断されるケースも多く，このような新
しいコンセプトの配信技術の重要性が今後ますます高
まってくることが予想される．

4 マルチCDN選択技術
ビットレート選択技術により選ばれたチャンクは，

配信サーバから端末に向けて転送される．このとき，配
信の高速化，ネットワーク内のトラヒック量抑制に向け
て，CDNが広く利用されている．しかし，北米等では，
CDN間での品質の違いが大きな問題となっている（17）．
そこで，この CDN を複数契約し，動的に利用する
CDNを切り換えることでサービスの可用性向上，配信
品質の向上を目指す，マルチCDNサービス（9）,（18）が登
場している．
マルチCDNの動作例を，図 4に示す．マルチCDN

図2　TQAPI システム全体像

図3　TQAPI QoE 制御エンジンの内部操作
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では，複数のCDNを利用可能な状況で，CDN選択エ
ンジンが最適なCDNを切り換え，ユーザにアクセスさ
せる．各CDNにアクセスした際のスループットや遅延
といった品質は，時間帯やユーザ，コンテンツに応じて
変化すると考えられる．したがって，この切換を時間
帯・ユーザ・コンテンツなどに応じて適切に行うことに
より，単一のCDNのみを使い続ける場合と比較して，
配信品質を向上させることが原理的には可能となる．
しかし，適切なCDN切換を行うためには，各CDN

へアクセスした際に得られる品質を正確に推定する必要
がある．Cedexis（18）のマルチ CDN サービスでは，
Cedexis Radar と呼ばれる実際のユーザ端末で測定し
た通信品質データを用いて，この品質推定を行いCDN
切換を実現している．一方，品質測定のための専用装置
を用いている場合もある（19）．
これまで，マルチCDNサービスは比較的通信品質の

不安定な国外で必要とされており，日本国内での必要性
が不明であった．しかし，木村ら（19）は，日本国内で
あっても，理想的なCDN選択を行うことで，平均ス
ループットを 131Mbit/s（28%）改善できることを示
している．
CDNサービスは従量制の課金モデルを採用している

事業者が多いため，マルチCDNサービスを利用するこ
とによって，トラヒックが複数のCDNに分散したとし
ても配信コストが大きくかさむことはない．更に，マル
チCDNサービスを用いたコンテンツ配信への切換は，
ほかのCDNへと切り換えるのと同程度の手間で済む．
したがって，今後，より高い可用性や配信品質を要求す
るサービスを対象に，マルチCDNの導入が進むものと
思われる．

5 Open Caching
映像配信をはじめとするデータ配信の効率化・品質

向上のために網内にキャッシュを設置する手法が広く普
及している．従来は，トランスペアレントキャッシュと
呼ばれる，コンテンツ事業者に対して透過的にアクセス
事業者が設置したキャッシュを行う方式が主流であっ
た．しかし，コンテンツ詐称や，転送データの盗聴など
の様々なセキュリティリスクを防ぐため，様々なコンテ
ンツがHTTPSで暗号化されて転送されるようになって
きている．そのため，エンドツーエンドの経路途中にお
いてデータを取得しキャッシュすることができなくな
り，トランスペアレントキャッシュを機能させることが
困難になりつつある．このような課題を解決するため，
SVA（Streaming Video Alli ance）（20）という業界団体
によって標準化が進められているのがOpen Caching
（10）という技術である．
Open Caching はアクセスキャリヤとコンテンツ事

業者の連携によって効率的なコンテンツ配信を実現する
新しいエコシステムを目指した技術である．Open 
Caching では，アクセスキャリヤ側に設置したキャッ
シュ装置を，連携先のコンテンツ事業者に共用で利用さ
せる．図 5には，Open Caching によるコンテンツ配
信の様子を示す．Open Caching によるコンテンツ配
信では，OCN（Open Caching Node）と呼ばれる
キャッシュ装置をユーザの近傍であるアクセスキャリヤ
等に設置し，これをOCC（Open Caching Controller）
から制御する．コンテンツ事業者やそのコンテンツ配信
を預かるCDN事業者は，連携先のアクセスキャリヤへ
コンテンツを配信する際はOCCを介してコンテンツ配
信の制御を行い，OCCからOCNへコンテンツが配置
される．これにより，ユーザから近いOCNからコンテ
ンツを配信することができ，より品質の高い映像配信を
実現することができる．
図 6では，ユーザがOpen Caching を用いてコンテ

ンツを取得する際のシーケンスを示している．ユーザ
は，何も設定しない場合だと配信元サーバにコンテンツ
を取得しに行ってしまうため，そのアクセス要求を
OCNに誘導する必要がある．ユーザのコンテンツへの
アクセス要求をOCNへ誘導する方法としては，HTTP 
Redirect を用いる方法と，DNS CNAMEを用いる方法
がある．図 6には，HTTP Redirect 方式を用いた場合
の通信シーケンスを示す．ユーザ端末（Client）からの
HTTP リクエストは，コンテンツ事業者（図では
CDN），OCC，OCNへと順にHTTP Redirect によっ
て転送され，最後にOCNからレスポンスとしてコンテ
ンツデータが転送される．

図4　マルチCDNによる品質向上
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従来はコンテンツ事業者が専有するキャッシュ装置
を大きな ISP に設置するという，技術的にもビジネス
的にもコンテンツ事業者が主導する形でのキャッシュを
用いたコンテンツ配信が主流であった．しかし，Open 
Caching の登場により，コンテンツ事業者ごとにキャッ
シュ装置を分離する必要がなくなり，キャッシュの利用
効率を上げることが可能となる．更に，アクセスキャリ
ヤ内の網構成やふくそう状況など，アクセスキャリヤ個
別の通信環境や通信ポリシーを反映した，より効率・配
信品質の良いキャッシュを用いたコンテンツ配信の実現
が期待される．

6 まとめ
インターネットを用いた映像配信の歴史は長く，古

くはUDP/RTP での配信が主流であったが，HTTP を

用いた配信へと姿を変え，またABRなどの制御技術も
登場し，既存のWebサービスと同様のインフラを用い
て，簡易に効率的かつ高品質な映像配信サービスが実現
できるようになった．しかし，4K・8Kによる大容量コ
ンテンツの登場や，より様々な映像配信サービスのイン
ターネット上での展開により，従来とは異なった品質要
件，または従来以上に厳しい品質要件を持ったサービス
の登場が見込まれる．トラヒック需要の増加は，ネット
ワークインフラの増強が追い付かない状況になりつつあ
り，本稿で紹介したビットレート選択技術，マルチ
CDN選択技術，そしてOpen Caching など，ユーザの
満足度をより向上させる技術，または既存のネットワー
ク・サーバリソースをより効率的に利用する技術が今後
ますます重要になってくると思われる．

図6　Open Caching 通信シーケンス

図5　Open Caching の動作概要
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1 はじめに
今や 1兆円産業にまで成長したケーブルテレビ業界

が変わろうとしている．難視聴対策・再放送サービスか
ら始まった当業界が，4K・8Kをはじめとする放送サー
ビスの高度化とともに，通信事業に大きくビジネスを拡
大しつつある．特に，無線事業の展開が急を告げている．
ケ ー ブ ル Wi-Fi，MVNO（Mobile Virtual Network 
Operator），地域BWA（Broadband Wireless Access）
とこれまで着実にビジネス領域を拡大してきたその先
に，いよいよ 5Gへの参入と，とどまるところを知らな
い．この流れは，ケーブルテレビ事業の先輩格である米
国のCOMCASTなどの動きに呼応しており，これに日
本流の地域に根差した，大手通信事業者にはまねのでき
ない，言わばかゆいところに手が届くきめ細かなサービ
スが加われば，その伸び代は計り知れない．
一方，ケービルテレビの社会的イメージ

に目を向けると，NHKなどの放送事業者や
NTTなどの大手通信事業者と比較すると，
残念ながら見劣りする．更に，技術に目を
向けると，製品開発や標準化は，自ら行う
というよりは，これまでは「メーカ頼り」
というのが実情であった．
このような状況から脱皮すべく，ケーブ

ル技術の開発・標準化を一手に握る米国ケー
ブルラボを手本として，日本ケーブルラボ
が一般社団法人として発足して，今年で 10
年を迎える．この節目のタイミングで，ケー
ブルテレビ業界の実状を本会会員に知って
頂くべく，2．では，ケーブルテレビ事業の
現状をまず紹介した上で，業界を取り巻く
事業環境の変化と課題への対応について，
筆者なりに考えているところを述べる．4．，
5．では，ケーブルテレビ技術について現状

と将来展望を合わせて説明し，最後に，最新の研究ト
ピックスとして，筆者らが提案している次世代のケーブ
ルテレビ映像配信技術を紹介する．

2 ケーブルテレビの現状
2.1　ネットワーク構成
ケーブルテレビは図 1に示すとおり，サービスを提
供する地域に，光ファイバケーブルや同軸ケーブルを敷
設して，ケーブルテレビ局のセンターと地域内の一軒一
軒の家庭をケーブルで結び，放送サービスや通信サービ
スをはじめとする多様なサービスを提供している．
日本の全世帯のおよそ約 9割に相当する 5,000 万世
帯が全国 500 以上のケーブルテレビ事業者によりカ
バーされており，3,000 万以上の世帯にサービスが提供
されている現状から，ケーブルテレビは正に我が国の重
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図1　ケーブルテレビの基本的なネットワーク図

ケーブルテレビの
最新技術動向

松本修一　Shuichi Matsumoto　一般社団法人日本ケーブルラボ



Technology Reviews and Reports解　説

要インフラに位置付けられている．一方，通信サービス
の加入状況は，インターネット，電話がそれぞれ対全世
帯比で 15%程度の 800万世帯であり，米国のケーブル
テレビ業界が，放送より通信のサービス収益の方が大き
いことを見ると，今後，まだまだ伸び代があり，通信
サービスは業界発展の鍵と言える．特に，無線サービス
に関して，ケーブル通信インフラを活用したWi-Fi ホッ
トスポットサービスが，米国では主流になっており期待
感が高いことと，地域ケーブル限定の 2.4GHz 帯
20MHz幅の地域BWAは全国ケーブルテレビ事業者 61
社で商用サービスが開始され，地域サービスに大きく貢
献している．更には，ケーブルテレビネットワークをフ
ル活用したスモールセル対応の 5G方式による FWA

（Fixed Wireless Access）やモバイルの無線サービス
の提供も行うべく，無線免許の獲得を目指している．

2.2　日本ケーブルラボ
日本ケーブルラボは，2009 年に日本ケーブルテレビ
連盟から独立し，総務省管轄下の新たな一般社団法人と
して米国ケーブルラボを目標に，委員会主導の事務局的
位置付けとは異なり，ラボ研究員が自ら技術課題に取り
組み，委員会をけん引する目的で設立された．主な任務
は，新技術の開発・標準化，先端技術の調査・分析・評
価，システム・機器の認定，ケーブルテレビ人材の育成
の四つである．新技術の開発・標準化に関しては，例え
ば，図 2に示す第 2世代 STB（Set Top Box）の技術
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図3　第3世代STBの提供サービスと構成

図2　第2世代STBの提供サービスと構成
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仕様が挙げられる．従来の地デジ・BS の再放送や多
チャネルの片方向放送サービス（第 1世代 STB）に加
え，IP 技術をフルに取り込み，外部インターネットと
の連携，モバイル連携，ホームネットワークにおける宅
内デバイス連携のための高度な通信機能を搭載した双方

向 STBで，全国のケーブルテレビ事業者に現在広く活
用されている．
2017 年には，図 3に示すように，4K・8Kを主対応
とする第 3世代 STBの技術仕様（1）を策定し，これに準
拠した STBの開発により，2018 年 12月に開始された
新 4K8K衛星放送の再放送サービスが提供されている．
また，ケーブルラボでは，表1に示すとおり，サービ
スに関わる様々な技術課題に取り組んでおり，その成果
を，毎月開催しているラボワークショップ等での講演や
技術調査報告書の形で，事業者に迅速に展開している．

3 ケーブルテレビを取り巻く 
環境変化とその対応

3.1　社会環境
我が国が超高齢化時代を迎える中で，ケーブル加入者
世帯分布を調べると，7割程度が 50歳以上で，60歳代
が 4割以上を占めるのに対し，30歳以下の加入者が極
めて少ないことに注目しなければならない．この年齢構
成でテレビとネットの平均利用時間を調べてみると，
50歳代以上ではテレビがネットを圧倒しているものの
30～40 歳代ではその差は小さくなり，10～20 歳代で
はネットがテレビを上回る状況にある．更に，テレビの
視聴時間は，ここ 3年間で 6％程度減る一方で，ネット
利用時間は 26％増加している．以上を考え合わせると，
ケーブル業界が今後取り組むべきポイントは以下の 2
点に集約される．
・ ケーブル加入者の多数を占める高齢者に対しては，
サービスの利便性を高め解約防止を図るとともに，
映像サービスの高度化により ARPU（Average 
Revenue Per User：月間売上）の向上を図る．
・ 現在 30歳以下の若い年齢層に対しては，ネット高
速化と無線対応を含む通信サービスの充実を図り，
加入者拡大を図る．

3.2　ユーザ環境
テレビという存在が“場”の提供から，小世帯化の社
会環境の変化もあって，急速に個人視聴のパーソナル化
へと進み，コンテンツや広告のカスタマイズ技術が重要
となる．従来の番組表から検索するプル形サービスから
今後は顧客の視聴履歴に基づくプッシュ形サービスへの
移行が加速すると考えるべきであろう．
一方，通信の世界では，これまでのパーソナル的な 1
対 1の，一次元的コミュニケーションモデルから，ツ
イッターやフェイスブックにみられるN対Nの二次元
的コミュニケーションにその趣向が大きく変化してきて
いる．スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末
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表1　期待されるサービス実現のための技術課題

優しい
テレビ
サービス

プッシュ形
サービス

コンテンツレコメンド
視聴情報測定
個人情報保護

優しいUI

STB 共通ブラウザ（HTML5）
音声自動認識操作・高速検索
モーションセンサ
マルチモーダルインタラクション（MMI）
次世代 EPG
タブレットリモコン

社会
インフラ的
サービス

安心安全・ 
エコ・便利
サービス

地域BWA・LPWA（特定小電力無線）連携
リモート監視
センサ連携
データマイニング
クラウド技術
サーバ・端末実時間通信プロトコル
IPv6
ID 連携

高度映像
サービス

放送・
ネット横断
コンテンツ 
サービス

コンテンツ管理
高速検索
クラウド
シームレス切換・表示

タブレット 
連携

サービス

アプリケーション共有
ケーブルSNS
タブレットリモコン

TV 
Anywhere 
サービス

高画質トランスコーダ
動的適応ストリーミング
シングルサインオン端末認証
コンテンツ管理技術
高信頼CDN

ネット
ワーク
DVR

IP 統合プラットホーム
動的コンテンツ録画管理

スーパー
ハイビジョ
ンサービス

高効率スケーラブルコーデック
ケーブル大容量伝送
スマート編集システム
STB実装

インフラ
高度化
サービス

通信増速
サービス

次世代HFC（Full Duplex）
次世代 PON（Passive Optical Network）
5G無線 10G光連携（DRoF）
次世代地域BWA
LPWA連携

高信頼
サービス

統合管理プラットホーム
ネットワーク品質評価・管理
（プロアクティブメンテナンス）
トラヒック測定・管理

通信
サービス

ID-SMS連携プラットホーム
ケーブルポータル（CMS）
ASP連携
マイナンバー活用
ケーブルクレジットカード活用

OTT対応
サービス

IP 増速化
コンテンツ管理
OTT統合プラットホーム

中小企業
向け
サービス

高速ケーブルWi-Fi
IP 増速対応

共通 ネットワーク・端末仮想化
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をセカンドスクリーンとして活用し，テレビ視聴と同時
に番組検索を行うソーシャルコミュニケーション連携技
術が極めて有望となろう．また情報やコンテンツに対す
る考え方も，ユーザが自らのPCやハードディスクにコ
ンテンツやテキストを所有する形態からサーバを利用す
る形態へと明らかに変化し，更にはテレビ・パソコン・
スマートフォン・タブレットのマルチデバイス視聴サー
ビスである「TV Anywhere」の進展により，視聴形態
の多様化も加速する．このような流れにあって，ケーブ
ルビジネスも従来のコンテンツサーバを基本としたサー
バ・クライアントの 1対 1の構成から，一挙にクラウ
ド化の流れに向かい，コンテンツ保護・管理やマルチデ
バイス対応等の技術導入が必須となる．更に，Wi-Fi と
5Gモバイルによるギガビット級のサービスの展開によ
り，ケーブルインターネットの無線化がより一層進展
し，テレビとモバイル端末の連携も加速する．
以上を集約すると，ソーシャル，クラウド，マルチデ

バイス，無線の四つのキーワードがユーザ環境の変化と
して代表される技術と言える．

3.3　競争環境
大手通信事業者のテレビへの進出に関して，ギガビッ

ト級の高速サービスでHFC（Hybrid Fiber Coaxial）
方式のケーブルテレビを凌駕する光 FTTH（Fiber To 
The Home）によるVOD（Video On Demand）サー
ビスは，特に，地デジ・BSの再放送サービスに強く依
存するローカルケーブルテレビ局の脅威となっている．
これに対抗するためには，前述した高齢者と若年層への
二面性を考慮したケーブルサービスの充実と高度化によ
るサービス差別化，並びにケーブルならでは，という地
域密着型の安心安全等の公共的サービスが重要な位置付
けとなる．更に，従来のB2Cモデルに加えて，米国で
の事例を踏まえた，中小企業向けサービスであるB2B

モデルのビジネスも大きな狙い目となる．
一方，インターネットサービスプロバイダやアプリ
ケーションサービスプロバイダによるネット動画像サー
ビスに関しては，前述の通信事業者以上にケーブルテレ
ビにとって脅威とされている．従来のケーブルが行って
いるタイムシフトを基本とするVODサービスにプレイ
スシフトも加えたNetflix や Hulu などのOTT（Over 
The Top）が，ケーブル STBの頭越しに，一桁多い数
十万コンテンツによる多チャネルサービスを始め，いち
早く 4Kコンテンツ配信も開始するなど，ケーブルコン
テンツの露出度を奪っているような状況にも見える．た
だ，これらは，ケーブルインターネットを介したサービ
スとも言えるため，COMCASTがNetflix との連携を発
表したように，必ずしもケーブル解約（Cord cutting）
には直接つながってはいないという米国ケーブル業界の
論調もある．筆者は，特に，Amazon Fire TV と地上
波キー局の動きに注目している．図 4には，ケーブル
テレビとOTTのレイヤ構造比較と地上波キー局の位置
付けを示している．端末からコンテンツまで自ら所有す
るケーブルテレビとプラットホームビジネスのOTTの
対称的構造に対して，HDMIスティックタイプの STB
を持つアマゾンとコンテンツ力のある地上波 IP放送が
どう絡んでくるのか，米国の動きと合わせて，筆者なり
に IP放送・ID基盤・モバイルをキーワードとしてケー
ブルテレビが向かうべき三つの指針を以下にまとめる．
・ IP 放送による STB低価格化とコンテンツ調達（IP
チェーン）の拡大．
・ ケーブル ID基盤によるOTTとのシングルサイン
オン連携とケーブル課金．
・ ケーブルWi-Fi，地域 BWA，5G モバイルによる
TV Anywhere への対応．

34 通信ソサイエティマガジン　No.49  夏号 2019

図4　ケーブルテレビとOTTの構造比較と地上波キー局の位置付け
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4 ケーブル技術の概要
4.1　 放送方式と最新技術
ケーブルテレビ放送の対象は，ケーブル局が独自に制

作したコミュニティチャネルと呼ばれる地域コンテンツ
と番組供給会社から提供を受けた映画などの多チャネル
コンテンツを合わせたケーブル自主放送と，地上波・
BS放送の再放送の二つに大別される．図 5に示すよう
に，ケーブル自主放送は，映像素材からエンコード，多
重化，CASスクランブル，変調という配信に必要な全
ての処理をケーブル局が自ら行うことが基本となるが，

現在 2社ある配信会社がエンコードのみ，多重化まで，
CASまでと，ケーブルテレビ事業者ごとの要望に沿っ
て代行している．一方，地上波・BS放送の再放送は，
ケ ー ブ ル 局 で QAM（Quadrature Amplitude 
Modulation）に再変調するか，そのまま何の処理もせ
ず，再放送するパススルー方式という我が国特有の二つ
の方式がある．なお，配信会社からケーブル会社へのコ
ンテンツ配信は，従来衛星などが使われてきたが，現在
は IP配信が主流となっている．図 5には，各方式の配
信処理の自由度並びに運用の難易度も示したが，将来の
オール IP化時代に向けて，設備コスト低減の視点から
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図5　ディジタル伝送方式概要図

表2　伝送路符号化方式（ITU-T 勧告J.83から）

ITU-T ANNEX C ANNEX A ANNEX B ANNEX D

提案国 日本 欧州 米国
伝送信号 MPEG-2 TS（トランスポートストリーム）（187+1Byte：1Byte は同期バイト）

TSビットレート※ 61QAM：29.162Mbit/s
256QAM：38.882Mbit/s 規定せず 26.97 or 38.81Mbit/s 38.78Mbit/s

誤り訂正 RS（リードソロモン）符号（204,188） RS符号（128,122） RS符号（207,187）

エネルギー拡散 1+X14+X15 X3+X+α3 1+X+X3+X6+X7+X11
+X12+X13+X16

インタリーブ 深さ 12Byte 畳込み 128シンボル畳込み* 26 セグメント畳込み

ビット配置 回転対称配置（象限内グレイ配置） 回転対称配置 +
トレリス符号化 絶対値

差動符号化 2MSBs 2LSBs なし
トレリス符号 なし 14/15 or 19/20 畳込み なし

伝送ビットレート※ 64QAM：31.644Mbit/s
256QAM：42.192Mbit/s 規定せず 30.342 or 42.88Mbit/s 43.05Mbit/s

変調方式 64/256QAM 16/32/64/128/
256QAM 64 or 256QAM 16VSB

シンボルレート※ 5.274Mbaud 規定せず 5.057 or 5.36Mbaud 10.76Mbaud
ロールオフ率 13％ 15% 18% or 12% 11.5%
伝送帯域幅 6MHz 8MHz 6MHz

※ J.83 では規定せず。省令で規定値を記載。　*I ＝ 128,64,32,16,8 / 256QAM
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各機能・方式の統一化を考える時期に来ている．
我が国のケーブルテレビの放送用変調方式は，ITU-T

の J.83 ANNEX Cとして規定されている．表 2には，
欧州並びに米国の変調方式と合わせて仕様概要を示す
が，日本方式は，伝送帯域幅は米国基準の6MHzを基本
としているが，変調パラメータ等は欧州DVB-C（Digital 
Video Broadcasting-Cable）規格であるANNEX Aに
限りなく近い方式と言える．
2018 年 12 月 1 日から実用放送が開始された新

4K8K衛星放送では，衛星からの 33Mbit/s の 4K信号
には 64QAMでは対応できず，更には 100Mbit/s の
8K信号には 256QAMでも対応が困難となる．このた
め，図 6に示したように，一つのトランスポンダで送
られた 8K信号 1チャネルを複数のQAMに分配する複
数 QAM変調方式がラボにおいて運用仕様化され，
ITU-T SG9において J.183，J.228 として勧告化されて
いる．多重化方式は，高度BS放送で採用されたMMT
（MPEG Media Transport）/TLV（Type Length 
Value）を対象としている．

4.2　データ伝送方式と最新技術
DOCSIS（Data-Over-Cable Service Interface 

Specifications）は HFC上で高速データサービスを提

供するために米国ケーブルラボが策定したシステム仕様
で，表 3に示すとおり，その初版（1.0 版）は 1997 年
3月に公表された．その後，QoS 機能の追加（1.1 版，
1999 年 4月），上り変調方式の追加による周波数利用
率の改善（2.0 版，2001 年 12月），チャネルボンディ
ング機能の追加（3.0 版，2006 年 8月）といった改訂
が重ねられ，2013 年 10 月には OFDM（Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing） と LDPC（Low 
Density Parity Check）を取り入れた最新の 3.1 版が
リリースされている．
DOCSIS3.1 は，表 4に示すとおり，最大速度はチャ
ネルの広帯域化とスプリット周波数変更により下り
10Gbit/s ／上り 2.5Gbit/s が得られ，10G-EPONと同
等の性能となる．
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図6　8Kと2Kそれぞれ1チャネルを伝送する実施例

表3　DOCSIS の変化

DOCSIS 1.0 DOCSIS 1.1 DOCSIS 2.0 DOCSIS 3.0 DOCSIS 3.1

制定時期 1997.3 1994.4 2001.12 2006.8 2013.10

特徴 CMTSと CMの
相互接続性を保証 最低帯域を保証 上り伝送速度を

向上
チャネル

ボンディング
OFDM，LDPC採用による周
波数利用効率の飛躍的向上

通信の主体
追加サービス ベストエフォート VoIP サービス

QoS機能
マルチキャスト

VOD
IP 放送対応
VPN，IPv6

表 4で説明

伝送速度（最大）
下り /上り 40Mbit/s / 10Mbit/s 40Mbit/s / 

31Mbit/s
160Mbit/s / 120Mbit/s
（4ch ボンディング時）

変調方式
下り 64QAM，256QAM，1024QAM*

上り QPSK，16QAM QPSK，8/13/32/64/128QAM
セキュリティ ベースライン　プライバシー　インタフェース AESの採用

表4　DOCSIS 3.0/3.1 比較

DOCSIS 3.0 DOCSIS 3.1

下
り

伝送方式 QAM
（シングルキャリヤ）

OFDM
（マルチキャリヤ）

最大多値
変調方式 256QAM

4096QAM
（オプションで
16384QAM)

誤り訂正
符号 リードソロモン LDPC/BCH

帯域幅 6MHz（固定）/
チャネル

24～192MHz/
チャネル

上限
周波数 1GHz 1.218GHz（必須）

1.794GHz（任意）

上
り

伝送方式 A-TDMA/S-CDMA
（シングルキャリヤ）

OFDMA
（マルチキャリヤ）

最大多値
変調方式 64QAM 4096QAM

誤り訂正
符号 リードソロモン LDPC/BCH

帯域幅 0.2/0.4/0.8/1.6/
3.2/6.4MHz 6.4～96MHz

上限
周波数 ～42MHz（米国）

～204MHz（必須）
～任意の周波数に
拡張可能
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DOCSIS のネットワークモデルを図 7に示す．
ケーブルモデム（CM：Cable Modem）は，ケーブ

ルテレビ事業者のHFCネットワークとホームネット
ワークの間にあって，この間でデータパケットを送受信
（ブリッジ）する役割を果たす．
局設備である CMTS（Cable Modem Termination 

System）はケーブルテレビ事業者のコアネットワークと
HFCを接続し，この間でパケットのブリッジ（リンク層）
またはルーチング（ネットワーク層）を行うとともに，
事業者のバックオフィスシステム及び運用管理システム
（NMS）と接続し，CMを含むDOCSIS システムのプロ
ビジョニング（リソース配分）や運用管理を行う．

4.3　FTTHの現状
光伝送の形態は，光ファイバをケーブルヘッドエンド

からどこまで敷設するかによって，光ノードまでが

HFC，高出力ミニノードまでを FTTC（Curb），各住宅
までを FTTH（Home），集合住宅の共用部までを
FTTB（Building）と呼んでいる．図 8には，このうち
FTTHにおける放送と通信の多重イメージを示す．
光伝送においては，光ファイバ 1芯の上に，片方向
の放送と双方向の通信を波長多重して伝送する．使用す
る波長は放送が 1,555nm，通信が下り 1,490nm，上り
1,310nmである．ケーブルテレビ事業者は放送と通信
を別にした 2芯ファイバを用いることが多いが，その
場合でも波長は同じである．FTTHでは伝送周波数帯域
が同軸ケーブルと比較して広く，BSや 110度 CSの IF
伝送が可能である．
日本ケーブルラボでは，異なるベンダのOLT（Optical 
Line Terminal）-ONU（Optical Network Unit）間の
相互接続を実現するため，国内のケーブル事業者向けの
E-PON（Ethernet-PON）相互接続運用仕様（JLabs 
SPEC-027 1.1 版）を策定している（図 9）．
また，G-PON（Gigabit-PON）についても，異なる
ベンダ間の相互接続を実現するため，G-PON相互接続
運用仕様（JLabs SPEC-036 1.0 版）を策定し，本仕様
を基にG-PON機器の認定業務を開始している．

5 ケーブルグランドデザイン
ケーブルテレビの現状と技術の進展状況を踏まえて，
今後 10年先まで見越して，レイヤ別に伝送インフラか
らサービスまでの今後のケーブルテレビの技術的展開を
ケーブルグランドデザインとして筆者なりに策定したも
の（2）を図 10に示す．
同時に，想定されるケーブルテレビの次世代アーキテ
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図8　FTTHにおける放送と通信の多重イメージ

図7　DOCSIS のネットワークモデル
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図10　グランドデザイン

図11　次世代ケーブルアーキテクチャ

図9　E-PON相互接続運用仕様の概要
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クチャを図 11に示す．
伝送インフラに関しては，2020 年代中頃には，HFC

の周波数拡張（1.8GHz）とDOCSIS3.1，Full Duplex
（全二重）による 10Gbit/s への対応と 100GPONの二
つの流れが中心となり，日本のケーブル事業者はそのほ
とんどがHFCから FTTHへと完全移行する．更に 5G
無線は，ワイヤレスドロップとしてファイバ敷設効率の
悪い戸建てや棟内配線が制約される一部集合住宅等の
FWAサービスに活用される．
この流れの中で，従来の再放送・多チャネルのRF放

送と IP通信の混在構成から，IPマルチキャスト方式に
よる IPTV化が加速し，最終的にオール IP へと移行す
る．伝送路のオール IP 化が実現すれば，伝送効率や
サービスの多様化にも対処できるとともに，ケーブル
ヘッドエンド・STBなどの全設備を完全 IP化すること
が可能となり，仮想化・クラウド化によりコスト低減も
図れる．
局インフラに関しては，全国事業者が所有するヘッド

エンド設備をセンタ集約（Converged Cable Access 
Platform）し，ラストワンマイルの最終ノードにリモー
ト PHYと呼ばれる物理機能を分散配置（Distribution 
Access Architecture）する形態に変化し，更には，
SDN（Software Defined Network）と VNF（Virtual 
Network Function）という仮想化技術の導入により，
図 11に示すとおり設備の大幅な削減が実現されよう．
一方，プラットホームに関しては，今後のケーブル事業
者による IPアプリケーションサービスの提供を目指し
た，ID連携プラットホームが構築されつつある．これ

により，例えば，STBからの視聴情報に基づき，番組
レコメンドやターゲット広告が，全国のケーブル事業者
に対して提供可能となる．将来的には，図12に示すと
おり，あらゆる機能とサービスが統合的に利用できる
AAA（Authorization, Authentication, Accountability）
をコア機能として，サービス依存症が高い個別機能はク
ラウド的位置付けとした 2層構成とし，両者を共通の
インタフェースで接続することにより，サービス拡張
性，システム接続性，効率性が担保される．ケーブルテ
レビ事業環境の急速な IP化の流れからこの統合プラッ
トホームを今後速やかに完成させ，ケーブル事業者各社
が余分な設備投資負担なしに IP系の新しいサービスを
迅速に提供されるようにしなければならない．特に，
ASPや E-Commerce との ID連携によるシングルサイ
ンオンでのサービス・商品購入と決済サービスは必須の
サービスと期待される．このプラットホームに対向する
宅内端末は，前述した 4K対応第 3世代 STBの後継機
の位置付けで，一切のRF機能を排除した IPTVを含む
オール IPサービスをサポートする，可能な限りシンプ
ルで安価な IPホームゲートウェイが期待される．その
場合には，現状の我が国固有のACAS（新 4K8K 衛星
放送用CAS方式）は，より汎用性の高く，経済性にも
優れている次世代 DRMに代わり，映像メディアは
4K・8K・VRが主流のサービスとなっている．サービ
ス全体を俯瞰すると，放送主体から通信に重点を置いた
総合 IP事業を標ぼうする．また，テレビ視聴形態に限
定すると，見逃し・マルチデバイス視聴の形態から更に
発展し，チャネルや番組の固定した概念から離れ，コン
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図12　ケーブルRF全体構成
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テンツ主導の，通信・放送メディア横断的な，見たいコ
ンテンツをAI 技術により自動抽出し，プッシュ形で表
示するレコメンドサービスが常識化している．

6 放送通信自動切換技術（3）

6.1　技術概要
将来のオール IPマイグレーションを標ぼうするケー

ブルテレビ業界にあって，そのマイグレーション過程に
おいて，放送と通信の映像配信が混在するケーブルテレ
ビ伝送網の中で，効率的な映像配信を実現する視点か
ら，筆者などが提案している放送通信自動切換え技術に
ついて紹介する．
コンテンツの 4K化が急速に進展し，更には 8Kサー

ビスも今後見込まれる状況で，ケーブルテレビの有限な
伝送路を効率的かつ高信頼に活用することにより，ケー
ブルテレビの全コンテンツを 4Kサービスで提供すると
いう業界大方針の実現のため，放送と通信の個別の回線
リソースを互いに共有し合い，映像配信の効率化を図る
ことを主眼に置いている．具体的には，視聴率の高いコ
ンテンツは，たとえインターネットのライブ中継であっ
ても，信頼性の高い放送で，しかも高画質 4K映像とし
て配信する．逆に，視聴率の低い4K放送コンテンツ等
は，通信で解像度を低くしてSD（Standard Definition）
映像として配信する．また，通信回線でのトラヒックに
空きがある場合には，放送回線で配信できない 4Kコン
テンツを極力通信で配信する．更に，YouTube などで
の速報性の高いニュースが発信された場合には，放送で

信頼性高く配信する．このように，コンテンツの視聴率
や属性，回線トラヒックの状況に基づき，放送と通信の
回線リソースを動的に切り換えることが，本技術の狙い
となっている．図 13には，システム構成図を示す．ま
ず，コンテンツの視聴率と属性，回線トラヒックの情報
は加入者宅にある STBからヘッドエンドの収集装置に
集約される．この集約情報に基づき，次式で定義される
視聴者満足度QoEが計算され，各コンテンツの配信方
式の切換要否が判定され，放送配信装置と通信配信装置
で各コンテンツの配信が実際に切り換わる．

QoE（t, i）＝
Σ n

i ＝ 1Rt, i × Pt, i

Σ n
i＝ 1Rt, i × P4K

　× 100

（Rt, iと Pt, iはそれぞれ時刻 tにおけるコンテンツ i
の視聴率と映像品質基準点をそれぞれ示す．）

映像品質基準点は，例えば 4K放送，2K放送，SD放
送の場合，ビットレートから想定し，20 点，5点，1
点を与える．また通信コンテンツは統計多重効果などを
考慮し，7割程度のビットレートから 14, 3.5, 0.7 と定
義してもよい．QoEは全コンテンツが 4K放送で配信
される場合を満点とし，視聴率順にソートして，各時刻
における回線リソースを考慮して，配信方式（放送・通
信・解像度）を割り振り，算出される．
具体的な切換アルゴリズムは，以下の手順に従えば，
視聴者満足度の最大化が図れ，最適な配信方式が各コン
テンツに割り当てられる．
（1） QoE値の算出に必要な各番組の視聴率と優先度，

回線トラヒック情報を取得する．
（2） QoE 値を算出する上で，各番

組の視聴率や優先度を考慮し
て，図 14に示すように視聴率
の高い順に各番組の配信方式を
映像品質の高い順に割り当て
る．

（3） 配信方式を決定する際，取得し
た回線トラヒック情報から高品
質の映像が割当て不可の場合に
は配信方式を放送から通信に移
行するか，または映像品質を低
下させて，全ての番組の配信方
式が決定するまで当該試行を繰
り返す．

視聴率及びトラヒック状況のリアル
タイム収集については，1万台程度の
STBから，回線リソースをひっ迫させ
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図13　放送・通信動的切換技術のシステム構成
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ない高速かつ軽量な汎用プロトコルとして，MQTT（MQ 
Telemetry Transport） と XMPP（Extensible 
Messaging and Presence Protocol）を取り上げ，メッ
セージ送受信の使用時間について比較評価を行った．そ
の結果，平均所要通信時間が 0.145ms であったMQTT
が性能的に優れており，十分実用に耐え得ることを定量
的に確認した．

6.2　評価実験
提案方式の有効性を定量的に評価するために，汎用
サーバ 3台から構成される図 15に示すエミュレータを
試作開発した．このエミュレータ上で，表 5に示す入
力データに基づき，視聴者満足度QoEを動的切換の有
無で比較評価した結果を図 16に示す．この結果から，
QoEの時間推移は，最初の 200秒は視聴率の変動が少
なく動的切換の有無で有意な差はないが，それ以降の視
聴率変動がある場合は動的切換により最大 30ポイント
も改善され，オール 4Kの最高値 100に対して 80とい
う高い値を示すことが確認された．また，切換間隔，切
換判定しきい値の評価も合わせて行った結果，間隔に関
しては，15 秒間隔に対して 8 倍の 120 秒間隔では
QoE低下が 10％以下，切換しきい値は 20以下であれ
ば同じくQoEの低下が 10％にとどまることが明らかに
なり，システム構築時のパラメータ設定の指針が得られ
た．今後は，エミュレータ上で，ケーブルテレビの実環
境に沿った放送，通信の伝送帯域，コンテンツ数，視聴
率情報などの詳細パラメータによる評価を行うととも
に，送信側サーバ，受信側 STBの設計並びに試作を行
う予定である．

7 おわりに
ケーブルテレビ業界は，図 17に示すとおり，ほかの
業界にたがわず絶え間ないインフラ充実・コンテンツ充

実・加入者サービスケアの既存事業の枠組みで，
言わば持続的イノベーションによる事業展開を
図ってきた．これに対して，大手通信事業者によ
る映像配信（これもある意味，持続的イノベーショ
ンと言える）やNetflix や Amazon など OTT に
よるネット配信（これはむしろ破壊的イノベーショ
ンの範ちゅう）により，競争環境が激化し，これ
までの持続的イノベーションでは，もはや，立ち
行かなくなるであろう．すなわち，ケーブルテレ
ビ事業を自ら破壊的イノベーションにより事業変
革させなければならない．そのためには，破壊的
イノベーションの提唱者であるクリステンセンが
言うところの，立ち塞がる四つのエコの壁，いわ
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図16　動的切換のQoE値の時間推移

図15　エミュレータの構成と機能概要

表5　エミュレータに与えた入力データ

パラメータ 値

放送 ch数 7ch（各番組の視聴率は実データを参考
に設定した）

映像レート 4K:40Mbit/s, HD:5Mbit/s, SD:1Mbit/s
STB 設置台数 10,000 台
伝送帯域 RF:160Mbit/s, IP:100Mbit/s 固定

切換間隔 15秒固定

切換しきい値 0 （無条件で切換）

図14　視聴率に対する映像品質配信の割当て
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ゆるスキル，コスト，タイム，アクセスの壁を突き破ら
なければならない．これをケーブル事業に当てはめる
と，優しいUI/ 運用，設備コスト低減，無線連携，運
用自動化という命題が一例として浮かび上がり，これを
解決する技術として，AI レコメンド，IP・仮想化，
5G・プラットホーム，ビッグデータ・障害予兆検知な
どが取り組まなければならないテーマとして挙げられて
くる．そして，今，正にこれらテーマに日本ケーブルラ
ボはケーブルテレビ連盟と連携して取り組んでいる．
米国は別格として，欧州ケーブルテレビはここ 10年

間で収益を 2兆円から 3兆円へ，1兆円伸ばした．こ
の成長は，日本のケーブルテレビ業界の次の 10年間の
具体的目標を与えてくれる．そしてこれを実現する最も
現実的な施策は，インターネット契約が現在ケーブルテ
レビ視聴加入世帯の 3軒に 1軒にとどまっている状況
を，欧米並みの 7割加入に引き上げることであり，こ
の実現のため，サービスイノベーションの技術開発が最
重要となる．業界からのケーブルラボへの期待は，ます
ます大きくなっており，ラボは不断の努力でその期待に
応える所存である．

■ 文献
（1） すべてがわかるケーブル 4K　基礎知識から最新技術
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ルラボ，2016．
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図17　ケーブルテレビ業界のためのイノベーション
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 1 はじめに
近年の映像環境では，高解像度化や様々な映像
フォーマットの登場による「質的拡張」と，SNS
の普及による「量的拡張」が起こっており，これら
はネットワークを流れる映像データの量を急速に増
加させつつある．質的拡張では，HD を超える
4K・8K 解像度映像が登場し，2018 年 12 月から
実用衛星放送が開始されるとともに，地上放送に向
けたロードマップも定められている（1）．4K，8K
映像は，HDのそれぞれ 4倍，16 倍の空間解像度
となり，満足な画質を維持した放送サービスやネッ
トワーク配信サービスに必要とされる伝送情報量
は，高性能な動画像符号化国際標準方式H.265/
HEVC を用いても，4K では 30〜40Mbit/s 程度，
8Kでは 80〜100Mbit/s 程度が必要になるとされて
いる（2）．HDR（High�Dynamic�Range）画像に代
表される輝度や色表現の高階調化，360° 全周囲映
像・ドローン撮影映像・マルチビュー映像といった
多視点化も質的拡張の一面と言える．「量的拡張」
に関しては，簡易かつ高機能な様々な映像アプリ

ケーションの登場により一般ユーザが撮影／作成
した映像（CGM：Consumer�Generated�Media）
が SNS によって大量にネットワークにアップロー
ドされ流通している．2019 年にはインターネット
トラヒックの 80%が映像データで占められるとい
う報告もある（3）．更に CGMに加えて，今後はセ
ンサ類の発展により，あらゆる ʻ もの ʼ 同士が通信
を行う様々な IoT（Internet�of�Things）関連技術
が登場し，映像データはますます増加の一途をたど
ると考えられる．したがって，今後は，5G など
ネットワーク関連技術からのアプローチに加えて，
膨大な量の映像データをこれまで以上に効率的に配
信する新しい符号化技術の検討が必要とされる．一
方，IoT�の普及により，様々なディスプレイ形状の
端末が混在する可能性があり，送信側においては，
圧縮率の向上のみならず，受信側での柔軟な映像
表示を意識した符号化を行う工夫も必要となる．
以上のような背景を鑑み，本論文では，映像配信
のキー技術である映像符号化の近況を顧みるととも
に，今後を含めた映像符号化研究の方向性を体系化
した上で，次世代国際標準VVC（Versatile�Video�
Coding），視覚特性を利用した最適化，ビッグデー
タや機械学習に基づく学習型映像符号化の研究動向
をそれらにマッピングして，符号化効率向上や新機
能の実現可能性を論じる．

IoT時代に向けた
映像符号化研究の動向と新たな展望
Trends and New Prospects of Video Coding Researches towards the IoT Era

IoT時代に向けた

八島由幸　Yoshiyuki Yashima†　高村誠之　Seishi Takamura††

†   千葉工業大学，習志野市
   Chiba  Institute of Technology，Narashino-shi 
275-0016 Japan

††   NTT メディアインテリジェンス研究所，横須賀市
   NTT Media Intelligence Laboratories，Yokosuka-
shi，239-0847 Japan

Summary 映像の高解像度化や，SNS普及によるコンシューマ生成ビデオの急速な増加により，今まで以上に効率的
な映像配信システムの構築が求められている．IoT時代を迎えて様々な形態の映像データが登場し，配信

／視聴環境も多様化する中で，映像配信のキー技術である映像圧縮符号化にも新しい視点からの研究が進んでいる．予測と周
波数変換といった伝統的な技術を改良することで更なる高圧縮化を図る次世代国際標準VVCへの期待が高まり，また一方で
は，視覚特性を駆使した最適化や，Web検索の応用，ビッグデータを用いた機械学習の適用など，従来手法にはとらわれない
画像生成型の圧縮手法にも注目が集まっている．本稿では，様々な新しい映像符号化研究を体系化した上で，これら新圧縮手
法の仕組みを解説するとともに，シミュレーションによる実際の処理画像を示した上で，今後の符号化性能向上の可能性を論
じる．

Key Words 映像符号化，H.265/HEVC，Versatile Video Coding，視覚特性，学習型映像符号化
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 2 国際標準化の進展
2.1　映像符号化国際標準方式
映像符号化は符号器・復号器間の相互接続性の確
保が必須な分野であり，国際標準化を行うことによっ
て産業分野を巻き込みつつ技術が発展してきた．映
像符号化国際標準化は，JPEG/MPEGシリーズを所
掌する ISO/IEC�JTC1と，Hシリーズを所掌する
ITU-Tで行われており，相互で共通の規格となって
いるものも多い．図1に代表的な映像／画像符号化
国際標準の変遷を示す．静止画像符号化標準として
は1989 年の JPEG，動画像符号化標準としては，
1991年にテレビ電話・テレビ会議用途のH.261が
本格的な画像／映像符号化の国際標準の始まりであ
る．H.261の符号化処理は，図2に示すように，ブ

ロック分割・予測・変換・変換係数量子化・符号割
当の流れになっている．このフレームワークは，その
後の動画像符号化国際標準化に大きな影響を与え，
最新の標準であるH.265/HEVC（以下HEVC）（4）に
至るまで踏襲されている．現在の地上波デジタル放
送にはMPEG-2が採用されているが，4K・8Kを中
心とした次世代放送では，高い圧縮率を誇るHEVC
が用いられる．インターネット映像配信や，ディジタ
ルビデオカメラやブルーレイディスクレコーダ等の
家電機器においては，H.264/AVC（以降，AVC）や
HEVCが普及している．
図 3にビットレートと PSNR（Peak�Signal�to�
Noise�Ratio）（用語）に基づいて国際標準方式の符号化
性能を測定した結果を比較する．各標準には図2の
フレームワークの下で，開発された時代に即した新

H.261

MPEG-2

MPEG-1

MPEG-4(part2)

MPEG-4(AVC)

HEVC

VVC

H.262

H.263

H.264

H.2652013

2020

2003

1995

1991

図１　動画像国際標準化の進展．ITU-T が所掌
するHシリーズと，ISO/IEC JTC1が所掌す
るMPEGとがある．H.262/MPEG2, H.264/
AVC, H.265/HEVCは共通規格．

DCT, DST
Wavelet

VLC
BAC

図２　従来型映像圧縮符号化の基本的なフレームワーク．前処理と符号化
制御部分は標準の枠外で，そのアルゴリズム設計者の自由に任され，視覚
的最適化を行う重前要なパ－トと位置付けられる．

図３　国際標準方式の符号化性能比較．（括弧内は使用した符号化ソフトウェア．グラフの横軸は符号量，縦軸は輝度信号の
PSNRを指標とした画質を表す．）　二つの方式間の符号化性能の比較は，同じ画質（同じPSNR）を達成するのに必要な符
号量が，平均的に何パーセント減少するかで示す（5）．右図は，映像配信等でよく用いられる画質レベルの33～ 37dBエリ
アを拡大したもの．MPEG-2 からAVCで符号量が50%以上減少，AVCからHEVCでも符号量が50%以上減少し，符
号化性能はそれぞれ2倍強になっていると言える．JEMはVVCのテストモデルに相当し，本例ではHEVCに対して符号量
が22%減少．今後標準化で性能向上が進められる．
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しい技術を搭載することで符号化性能が段階的に向
上しており，MPEG-2 からAVCで約 2倍の符号化
性能，AVCからHEVCで約 2倍の符号化性能を達
成していることが分かる．図 3中にあるVVCは
Versatile�Video�Codingとして 2018 年 4月から新
たな国際標準化プロジェクトが開始されたものであ
り，詳細は次節で触れる．

2.2　次世代符号化標準VVC
本節では，2018年から正式な標準化作業が開始さ

れたVVCについて述べる．国際標準化が終了してい
る最新のものはHEVCであり，4K・8Kのような超
高精細映像に対してもMPEG-2の 4倍の符号化性能
を達成する優れた標準である．しかしながら，映像
の量的拡張の速度は年率30%を超えており（3），かつ
HDR映像や全天周映像も普及していることなどから，�
ISO/IEC�JTC1と ITU-Tは次世代規格へ向けた新方
式の模索と符号化性能向上の可能性検証を継続して
きた．これらの検証結果を受けて2018 年 4月に規
格名称をVVCと決定して正式に標準化が開始され，
性能向上に貢献しているツールを整理し新参照ソフ
ト VTM が作成された（6）．現在の VTM 第 2 版
（VTM2）は，符号化速度をHM16.19 比で 3.7 倍の
遅さに抑えつつ，平均的に23%の符号量を削減でき
ることが示されている（7）．引き続き会合を重ね，
2020年 10月に最終仕様確定される予定である．
現段階で採用予定の主な技術としては，符号化単
位（2/3/4 分木複合分割），イントラ予測（用語）（87方
向，長方形単位，色差予測），インタ予測（用語）（ア
フィン予測，復号側動き補正），変換（最大 64点変
換，長方形単位，複数の変換選択肢）の拡張や，依
存量子化，適応ループフィルタなどがある．最も性
能向上に貢献しているのが 2/3/4 分木を複合した符
号化単位（CU：Coding�Unit（用語））分割である．図

4にHEVCとVVCによるCU分割例を示す．VVC
ではより柔軟に効率的になっていることが分かる．

 3 映像符号化技術の体系化
先にも述べたように，映像符号化の問題設定は，
画質を維持しつつ情報量を削減すること，言い換え
れば情報量を一定に保ったまま画質をできるだけ向
上することである．ここで，情報量は単位時間当り
の発生ビット数として厳密な定量化が可能である
が，一方で，画質は人間の視覚特性や主観性が伴う
ため厳密に定量化するのは容易ではなく，これ自体
が長年の研究テーマの一つにもなっている．本章で
は，国際標準方式，及び次章以降で触れる新しい符
号化技術を，圧縮アルゴリズムや画質に対する考え
方によって体系化してみる．図 5に映像圧縮符号
化の体系図を示す．映像符号化の良しあしを決める
基準として，原画忠実性，視覚的忠実性，感性的忠
実性の三つに分けることができる．
原画忠実性とは，復号画像が圧縮前の原画像に
データ的に近いほど良い符号化であるという考え方
であり，その究極は，復号画像が原画像に完全に一
致する可逆符号化である．JPEG-LS 等がこれに対
応し，使用用途として医療や芸術分野が挙げられ
る．一方で，現在広く使われている JPEG，MPEG-
2，AVC，HEVC等の映像圧縮は，復号画像が原画
像に一致しない非可逆符号化である．放送や蓄積メ
ディアに使われる非可逆符号化では，データ的には
原画とは一致しないが，視覚的には原画からの劣化
が分からないという，視覚的無損失が目標となる．
ネットワーク性能や蓄積デバイス容量から，視覚的
無損失は不可能であっても，定められた圧縮率の下
で最小限の劣化に抑えるレート・ひずみ最適化（RD
最適化）が重要となる．RD最適化の「R」はレー
ト，すなわち発生符号量であり，「D」は復号画像
のひずみ（distortion）であるが，ここでひずみを
表す「D」の指標として何を用いるかが問題となる．
画素値としての原画忠実性の場合は，ひずみを定量
化する値として，復号画像と原画像の差分から定義
される PSNR を用いればよい．一方で視覚的な要
素を加味する場合には，人間の視覚に適合した画質
定量値である SSIM（Structural�Similarity�Index）�
（用語）（8）等を用いるのが適切である．
このような視覚的最適化を行うために，映像配信
で用いられるコーデックでは様々な工夫が可能であ
る．広く普及した復号器での再生を可能にするため
に，標準の枠組み内で，すなわちビットストリーム

（a）HEVC （b）VVC

図４　HEVCの 4分木及びVVCの 2/3/4 分木による符
号化単位の分割例．柔軟な分割パターンの導入によりVVC
の方がより少ない領域で効率的に分割できている．
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は標準に準拠しつつ，標準の枠外で工夫して視覚的
画質を向上することが重要となる．符号器側では，
ノンローカルミーンズフィルタのような鮮鋭性保持
フィルタによる雑音除去，多少の解像度低下を許容
する代わりにブロックひずみ等の符号化雑音を大幅
に減らす時空間解像度適応化処理，高周波成分の変
化がマスキングされることを利用した DCT
（Discrete�Cosine�Transform）係数量子化マトリッ
クスや領域適応量子化などが代表的処理である．図
6に領域適応量子化の効果を示す．また，復号器側
では，符号化雑音を除去するデブロッキングフィル
タや，ぼけた画像の鮮鋭度を向上する超解像処理が
挙げられる．視覚的最適化を行うと主観的な評価値
は向上するが，PSNRや SSIMは低下する場合があ
る．
次に，感性的忠実性について説明する．これは，
圧縮符号化の中では新しい画質基準の考え方で，信
号的あるいは視覚的な忠実性は要求しない代わり
に，感性的な同一性を目標とする．言い換えれば
データ的にも見た目にも原画とは違うが，違和感が
なければよいという考え方である．映像を視聴する
際に，原画への忠実性は必ずしも必要がない場合に
は　視聴側で人間の視覚に感性的に適合するように
映像を生成したり表示方法を変えたりしてもよい．
この手法では，ビッグデータを利用した映像検索や
CG（Computer�Graphics）的な映像合成を含んだ
復号器側での映像生成技術が必要である．次章で
は，感性的忠実性に基づく圧縮符号化に焦点を当て

て，幾つかの最新の取組みと符号化性能を紹介し，
その可能性を述べる．

 4 感性的映像符号化
4.1　画像生成型映像符号化
画像生成型映像符号化は，前述した感性的忠実性
を画質基準とした符号化で，基本的には符号器側で
積極的に情報を欠落させ，欠落した情報を復号器側
で「作る」という考え方に基づく．符号器だけでな
く復号器での処理を積極的に意識した映像符号化技
術であり，ある程度の性能を持つ演算環境が必要と
言える．このような符号化が可能となった背景に

　

（a）原画像 （b）全画面均一
 量子化

（c）領域適応量子化

図６　視覚特性を考慮した画質の向上．（b）と（c）は圧
縮率がほぼ等しい．領域適応量子化では，人の顔や洋服と
いった雑音が認知されやすい領域の量子化を背景部分より
相対的に細かくすることで，画面全体を見た際の視覚的画
質を向上している．

PSNR SSIM MOS
Full reference

MOS
No reference

Rate-Distortion 

MPEG-2/AVC/HEVC/VVC)

図５　映像符号化技術の体系化．原画忠実性に基づく符号化から，人間が視聴することに重点を置いた視覚的忠実性に基づく
符号化が進展，更に，画像認識・解析・合成，検索等と組み合わせた感性的忠実性を評価基準とする符号化が萌芽している．
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は，ビッグデータの普及（多くのリファレンス画
像），ネットワークの高速化（類似画像検索と高速
ダウンロード），復号器端末の演算能力向上の三つ
の側面がある．図 7に画像生成型映像符号化のコ
ンセプトを示すとともに，具体的な手法を以下に紹
介する．

4.1.1　カラリゼーション符号化
符号器側で色情報を大幅に削減し，復号器側で着
色する手法である．カラリゼーションには，着色の
ヒントとなる一部のカラー情報のみを与えて色拡散
を行う手法（9）,（10），輝度信号を利用してWebや画
像データベースから類似領域を検索してその領域か
ら色転送を行う手法（11），膨大な白黒画像とそれに
対応するカラー画像のペアを学習した深層学習を用
いる手法（12）などがある．図 8は種画素散布型カラ
リゼーションを利用して符号化した画像を JPEGと
比較したものであり，一部の色ににじみが見られる
もののブロックひずみ等の符号化雑音が大幅に減少
している．一方で，色転送方式や深層学習に基づく
カラリゼーションでは，種画素のような補助情報は
全く不要であり，圧縮率は更に高くできる可能性が
あるが，原画像とは全く印象の違う着色がなされる
場合があるため，現状では映像符号化への応用は難
しい側面がある．

4.1.2　テクスチャ合成符号化
符号器で大きく領域を欠落させ，復号器側で欠落

領域を生成する手法である．大きな領域に複雑なテ
クスチャが広がるような場合に有効である．具体的
処理としては，まず符号器側でテクスチャ領域を特
定し，テクスチャ領域中に領域よりもはるかに小さ
なパッチを設定する．画像データとしてはこのパッ
チのみを符号化伝送し，補助情報として領域の存在
範囲を示す境界情報を符号化する．復号器側では
パッチを復号した後に，テクスチャ合成技術（13）に
よって領域内を埋める．図 9に処理例を示す．復
号画像は画素単位で比較すると原画像とは全く異な
るが，画像全体としての感覚的な印象は原画と類似
し自然なものとなっている．一方，HEVC で同じ
符号量で符号化した画像では大きなひずみが発生し
ているのが分かる．本手法では，パッチの切出し位

Database,Web
CNN

図７　画像生成型映像符号化のコンセプト．符号器側で，
（a）色・（b）（c）領域・（d）高周波成分を大きく間引く
ことで符号量を大幅に減らす．復号器側では，画像生成技
術（（a）カラリゼーション，（b）テクスチャ合成，（c）画
像検索による補完，（d）超解像）を用いて失われた情報を
復元する．復元のために，映像データベースやWeb検索，
後述するCNN などが利用されることもある．

（a）原画像 （b）テクスチャ
 合成符号化

（c）HEVC

図９　テクスチャ合成符号化処理例．同符号量に圧縮した
ときの画質比較．本例ではトータルバリエーションフィル
タを利用して，512×512の原画を骨格成分とテクスチャ
成分に分離し，テクスチャ成分から64× 64のパッチを
切り出して符号化し，復号器で合成している．（b）は画素
単位で比べると原画とは大きく異なるが，感覚的には違和
感はなく，符号化雑音も見られない．

（a）原画像 （c）Colorization 
 coding

（b）JPEG

図８　種画素散布型カラリゼーション符号化の例．（b) と
（c) は同じ圧縮率である．カラリゼーション符号化ではブ
ロック雑音が大きく減少している．一方，正しく着色され
ていない領域もところどころに見られ，改善の余地がある．
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置により合成画像の印象が大きく変わる場合がある
ことに留意する必要がある．また，切出しサイズは
小さい方が圧縮率は高くなるが，小さくし過ぎると
合成画像が不自然になる．適切なパッチ切出し位置
と切出しサイズは原画依存性があり，これらをどの
ように自動的に決定するかが課題となっている．

4.1.3　超解像符号化
符号器側で高周波数成分を大きく減衰させ，復号
器側で失われた成分を復元する手法である．符号器
側では，低域フィルタを施したあと画素を間引いて
低周波成分のみの画像として，画素数が削減された
状態で符号化する．複合器側では存在しない周波数
成分を生成することが必要であり，再構成型超解
像，学習型（事例ベース）超解像，非線形超解像等
の技術が使われる．4Kや 8Kといった超高精細画
像への適用例も見られる（14）．

4.2　柔軟な表示を意識した映像符号化
IoT の普及につれて，映像配信においても様々な
エンコード環境や再生環境を考慮する必要があり，
特に再生端末を意識した柔軟なスケーラビリティを
有する映像符号化が必要とされる．これに対応する
ために，ネットワーク速度や端末の解像度に応じて
圧縮ビットストリームを操作し，ビットレート，フ
レームレート，解像度等を柔軟に変更できるスケー
ラブル符号化が考えられており，例えば，HEVC
の拡張規格である SHVC（Scalable�Extension�of�
HEVC）（15）はその一例である．しかしながら，様々
な画面アスペクト比を持つディスプレイや，非方形
ディスプレイへの適応的な表示には十分に対応でき
ていない．これを解決する一つのアプローチは，コ
ンテンツ単位のスケーラビリティを実現する映像符
号化である．すなわち，映像中の重要なオブジェク

トは維持したまま，非重要なオブジェクトのみを違
和感のない状態を保ちつつ時空間的に非線形圧縮す
る．これを実現するためには Seam�carving（16）の
ような技術を応用する．図 10に Seam�carving を
応用した画面アスペクトスケーラブル符号化の例を
示す．

4.3　 画素値再現から実体再現へ：
実体マイニング符号化

我々が原画とみなしている信号は，撮像系の内部
で熱雑音・ショット雑音・量子化・時空間標本化と
いった情報の欠落と雑音の重畳を経たものである．
これをいかに忠実に再現するかを従来は志向してい
たが，観測信号の背後には撮像された「実体」があ
るはずと考え，その情報を志向した映像符号化を行
うことで，観測信号（原画）よりも奇麗な復号画を
得ることが期待される．背景や物体をトラッキング
し時間フィルタを施すことで，雑音が少なく実体を
よく抽象した画像を生成し，それを参照・符号化し
主観品質の向上と圧縮率の大幅な改善が得られてい
る．文献（17）に従って符号化した例を図 11に示す．

 5 学習に基づく映像符号化
コンピュータ処理速度の著しい高速化や大量の
画像データセットの充実に伴い，多数の映像データ
から最適な処理パラメータを効率的に学習すること
が可能となってきている．画像認識の分野では，大
量の学習データを用いて畳込みニューラルネット
ワーク（CNN：�Convolutional�Neural�Network）
を学習・設計することで認識率の大幅な向上が可能
であることが示され（18），現在も活発な研究開発が
進行中であるが，ここ数年の間に，このディープ
ラーニングを画像符号化に応用する手法が徐々に登

（f）強制縮小
（200×600）

（a）原画像
（800×600）

（b）非優先画素設定 （c）復号画像
（600×600）

（d）復号画像
（400×600）

（e）復号画像
（200×600）

図１０　オブジェクトスケーラブル符号化．（a）原画像．（b）非優先画素設定．（c）（d）（e）非優先画素から順次削除することで，
重要オブジェクトの大きさ・形・位置関係を保持したまま，表示ウィンドウに合わせて視覚的に良好な画像サイズ変換が可能．（f）
は水平方向の強制線形縮小によって画面アスペクト比を変更した例で，鳥などの画面内物体が縦長になり不自然な表示になる．
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場してきた．本章では，学習に基づく映像符号化に
ついて紹介し，その可能性を考察する．

5.1　辞書ベース画像符号化
従来の国際標準方式で用いられるDCTは，様々
な画像に対して「平均的に」優れた効率を示すよう
にあらかじめ定められた基底（用語）を用いる．DCT
はどんな画像が符号化対象であっても，統計的には
優れた性能を示す汎用的な信号表現方法であるが，
一方で，ある特定のターゲット画像に対しては最適
なものとはならない．これに対して，画像ごとに最
適な基底を学習するK-SVDの応用が検討されてい
る（19）．K-SVD（K-Singular�Value�Decomposition）
では，OMP（Orthogonal�Matching�Pursuit）とス
パースコーディングによって，特定の画像に対し
て，画像依存の最適基底を設計する．設計指針とし
ては，設計された基底の重み付き和でその画像を表
現するとき，一定の画質を保つという条件の下では
非ゼロ重み係数の個数が最小になるように最適化を
図る．少ない非ゼロ係数で映像を表現できれば結果
的にDCTを超える情報圧縮につながる可能性があ
る．図 12 に K-SVD によって設計された基底を
DCT基底と比較して示す．最適な基底信号は画像
ごとに異なるため復号器側に逐一伝送する必要があ
るが，これを避けるため，局所信号をクラスタリン
グしてマルチクラス基底を設計し，これらをあらか
じめ符号器と復号器で共有する手法も提案されてい
る（20）．

5.2　進化的映像符号化
一般に映像は個々に異なる特性を持ち得，最適な
符号化アルゴリズムも異なると考えられる．しかし
ながら，映像ごとに符号化アルゴリズムを逐一作り
上げることは，人手では現実的に不可能なため汎用
的なアルゴリズムが作られ用いられてきた．そこで
映像ごとに最適な符号化アルゴリズムを計算機が自
動構成することを目標として，進化的手法の一つ
「遺伝的プログラミング」を用いた試みがなされて
おり，可逆符号化における画素値予測やコンテキス
トモデル，非可逆符号化における直交変換・量子
化・ループ内フィルタを，人間が思いもよらない計
算内容であり人間には到底作れない規模を持ち高機
能なものに置換し得ること，またその並列化や
GPU（Graphic�Processing�Unit）利用による高速
化が確認されている（21）．

5.3　CNNベース映像符号化
前述の進化的画像符号化では，様々な関数を用意
してそれらの組合わせによって最適化を図る．一方
で，画素の重み付き和という簡易なフィルタリング
の組合せで実現するのがCNNと位置付けることが
できる．CNNでは一つ一つの処理は畳込みフィル
タにすぎないが，異なるフィルタによる複数の特徴
マップの利用と，これらを何段もの階層にした
ディープネットワーク構造にすることで最適パラ
メータを推定する．最近，CNNの画像符号化応用
研究は著しく増加して多岐にわたるが，そのうち代
表的な，ブロック分割決定への応用と予測器への応
用例を以下に紹介する．

（c）実体マイニング
 符号化
 （1/1730 圧縮）

（a）原画 （b）HEVC
 （1/1790 圧縮）

図１１　実体マイニング符号化の処理例．原画は雑音でざ
らざら，HEVCはぼけており，実体マイニング方式は原画
では分かりづらいハート形の飾りまで確認できる．

（c）DCT 基底（a）原画像 （b）K-SVD で
 学習した基底

図１２　Sparse 表現基底とDCT基底．原画像には，ス
カーフの領域等に様々な方向のしま模様が含まれる．一方，
スパース表現基底 (b) を構成する基底ベクトルにも，原画
の局所領域と類似した様々なしま模様が含まれる．よって，
原画中の局所ブロックを，基底ベクトルの線形和で表現す
る場合，DCTのような汎用的な基底を用いるよりも少ない
個数の基底ベクトルの線形和で近似することができる．
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5.3.1　モード決定への応用
画像符号化には様々なモード決定が必要となる．
符号化の枠組みやビットストリームは標準に準拠す
るという条件の下で，CNNを用いてモード決定を
効率的に行う手法がこのカテゴリーと位置付けられ
る．HEVC を例にとると，ブロック分割パターン
の決定やイントラ予測モードの決定に利用できる．
例えばHEVC や VVC では，図 4に示したように
予測や変換の単位となるブロックを様々な大きさや
形に分割できる．最適な分割パターン決定のために
は，あらゆるブロック分割の組合せに対して符号化
処理を施してみて，発生符号量と復号画質の関係か
ら最も性能の良い分割パターンを見付けなくてはな
らず，膨大な演算時間を要する．これに対し，様々
な特徴のCUに対してどのような分割が最適になる
かを推定する CNN をあらかじめ学習し，この
CNNを用いて分割パターンを決定することで演算
時間を大幅に削減できる．文献（22）ではブロッ
ク分割決定にCNNを応用し，符号化性能を保った
まま 50%以上の演算時間圧縮に成功している．

5.3.2　予測器への応用
国際標準に採用されている従来の予測方法は，あ
らかじめ定められている幾つかの予測パターンを適
応的に切り換えることで実現されている．イントラ
予測を例にとると，予測対象ブロックに対して，
AVC では 9 種類の予測パターン，HEVC では 35
種類の予測パターン，検討中のVVCでは 89 種類
の予測パターンが用意されており，このうち予測対
象ブロックを最も近似できる予測パターンが用いら
れる．しかしながら，予測パターンはあらかじめ定
められているため，近似精度に限界がある．図 13
に HEVCを例にとって，35種類のパターンによっ
て生成した予測値の例を示す．いずれも真値を近似
しているとは言い難いが，CNNを用いれば，この

ようにあらかじめ定められた予測パターンでは実現
し得ないような場合でも精度の良い予測値を生成で
きる可能性がある（23）．具体的には，予測対象ブ
ロック（真値）とその符号化済み近傍画素集合のペ
アを大量に準備し，近傍画素をCNN入力として，
CNN 出力が真値をできるだけ近似するように
CNNパラメータを学習しておけばよい．
この考え方はフレーム間予測にも拡張できる．神
保ら（24）は，予測対象ブロックの時間的に前後のフ
レームのブロックを入力として，それらを変形させ
ることによって予測対象ブロックを推定する変換マ
トリックスをCNNによって学習している．この変
換マトリックスは，従来の動き補償のみならず，任
意精度の平行移動，任意精度の拡大縮小，任意精度
のぼけ変化も補償した予測を実現することができ，
HEVCを上回る予測性能が得られている．

 6 まとめ
本論文では，映像配信のキー技術である映像符号
化について，符号化性能評価の考え方を基にした体
系化を行い，これからの IoT 時代に向けた新しい
圧縮技術の可能性を述べた．HEVCに続く次世代
動画像符号化標準として検討が始まっているVVC
では，更なる高圧縮化の可能性が示唆されるととも
に，ハイダイナミックレンジ映像や 360 度映像な
ど新しい映像配信をターゲットにした検討が行われ
る．一方で，原画忠実性に必ずしもとらわれない新
しい符号化手法がほう芽しており，人間の視覚特性
を強く意識した最適化手法や，機械学習を利用した
学習型映像符号化といった新しいアルゴリズムと相
まって，従来の性能を凌駕する大幅な圧縮率向上が
期待される．
謝辞　本研究の一部は日本学術振興会（JSPS）
科研費�18K11360 の助成を受けたものです．また，

HEVC 35

CNN

CNN

図１３　CNNによる予測値とHEVCによる予測値の比較．HEVCの 35種類の予測では，どのパターンも予測対象ブロッ
クを近似することは難しい．しかし，周囲の画素値の様々なパターンから予測対象ブロック内画素を推定するCNNを用いると，
HEVCでは作ることが不可能な良好な予測値を生成できる可能性がある．
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小特集 映像配信技術への誘い

図 8及び図 10で用いた原画像は，クリエイティブ
コモンズライセンスに基づき，以下のURLから使
用致しました．
�図 8：https : / /www.f l ickr.com/photos/
ugardener/3274095876/in/faves-70920382@
N04/
�図 10：https://www.fl ickr.com/photos/
lyng883/121054435/

■用語解説

PSNR　画質の定量化値の一つで，原画像と復号画像
の間で対応する画素間差分のみによって計算される．画
像にもよるが，PSNR が 40dB 以上だと原画と見た目の
区別がつかない代わりに発生符号量が多く，30dB以下に
なると符号量は減るものの画質劣化が視覚の妨害となる．
その中間（30〜40dB）は，符号化による画素値変化が視
覚上の妨害とはならない画質領域で，符号量とのバラン
スも良いため，様々な映像サービスで使われることが多
い．
イントラ予測（モード）　予測対象ブロックに対して，
それと同じフレームにおける近傍画素を用いて予測を行
うこと．フレーム内予測とも言う．予測に使う画素の選
び方によってHEVCでは 35 種類，VVCテストモデルで
は 89種類の予測方法（予測モード）が定められている．
複数の予測方法の中から実際に予測に使うものを一つ選
択することをモード決定と呼ぶ．
インタ予測／動き補償予測　予測対象ブロックに対し

て，それと時間的に異なるフレームの画素を用いて予測
を行うこと．フレーム間予測とも言う．動きを考慮して
空間的に位置をずらしてフレーム間で予測する「動き補
償予測」は様々な国際標準に採用されている．
CU　HEVC や VVC では，フレームを符号化単位

（Coding�Unit，CU）と呼ばれる小ブロックに分割して符
号化を行う．CUはイントラ予測／インタ予測の切換の単
位となるほか，CU内を再帰的に更に小さなブロックに分
割して様々な予測や変換の単位となるサブブロックに分
割できる．
SSIM　人間の視覚特性を考慮した画質定量化値の一つ

で，PSNRのような画素間差分だけではなく，局所領域
内の平均輝度変化・コントラスト変化・輝度のばらつき
具合の変化の三つの指標を用いて定量化する．例えば，
原画素全てに+5だけ加算した処理画像と，1画素ごとに
交互に+5と−5を加算した場合，後者の方が視覚的に雑
音が目立つが，PSNR は同じになってしまう．一方，
SSIMでは前者の方が高画質であると判定される．

基底　複数の有限個のベクトルから成る集合を意味し，
それらのベクトルの線形結合として，与えられたベクト
ル空間における様々なベクトルを表現することができる．
画像の場合には，ベクトルは二次元ブロック内の画素値
を並べたものとなる．ブロック画像を，与えられた基底
の線形和で表すとき，その重み係数を求めることを「変
換」，重み係数と対応する基底との線形和によって元の画
像を再構成することを「逆変換」という．基底の種類に
よって，アダマール変換，離散コサイン変換，カルーネ
ン・レーベ変換などがある．
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 １ まえがき
「若者よ，世界に出よう！」のコラムは，海外で苦労
しながらも楽しく研究を行う若者の体験を知ることの
できるコーナとして，いつも楽しく読んでいました．
そのコーナに，もはや若者とは言えない 40 代半ばに
なってから執筆依頼が来るとは夢にも思いませんでし
た．少しでも若い世代の研究者が海外に目を向ける機
会になればと思いお引き受け致しましたので，拙い文
章ではありますが，しばしお付合い下さい．
さて，私は 2018 年 3 月から 9月まで約半年間，科

研費国際共同研究強化の助成により米国カリフォルニ
ア州立大学バークレー校（UC Berkeley）の ITS 関連
研究所California PATH （以降，PATH）で在外研究を
行いました．我々の世代は国立大法人化による国の在
外研究制度の廃止や，若手教員の任期制の拡大など，
国立大学の変革期に 30代を過ごしました．言わば在外
研究「冬の時代」が在外研究「適齢期」に当たってし
まったため，在外研究経験者が少ない世代に当たると
思われます．文部科学省もそこに気が付いたのか，30
代後半から 40代半ばを対象にした科研費国際共同研究
の制度が 2016 年度から開始されました．私はその 2

期生として，40代半ばになって在外研究のチャンスを
頂くことになりました．本稿ではこの在外研究での体
験及び感じたところを紹介したいと思います．僭越な
がら，このコラムがこれから海外での研究活動を目指
している若い世代への励みになってもらえればと思っ
ております．

 ２ 滞在先について
私が滞在した PATHは，米国西海岸のサンフランシ
スコやシリコンバレーのあるベイエリア，中でもイー
ストベイと呼ばれるサンフランシスコ湾の東側のエリ
アに位置しています．海からの霧の影響で，夏でも最
高気温が 20℃程度と大変過ごしやすい気候です．UC 
Berkeley のメインキャンパスはバークレーのダウンタ
ウンに位置し，非常に活気のあるキャンパスタウンに
なっております（図１）．一方，私が研究活動を行った
UC Berkeley の付属施設である PATHは，バークレー
市内から車で 10～15 分程度離れたリッチモンドの外
れに広大な敷地を持つRichmond Field Station（RFS）
と呼ばれるサテライトキャンパスに位置しています（図
2）．RFS には地震関係の研究所や図書館の別館など大

ⓒ電子情報通信学会2019

図 1　  UC Berkeley メインキャンパス
（背後にはベイブリッジ）

図 2　 RFS（Richmond Field Station）
入口

図 3　PATHの実験用交差点

電気通信大学　藤井威生　Takeo Fujii

40代半ばでの
米国在外研究
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型施設が入居しており，PATHも自動運転用のコース
や研究用の信号機が備えられた交差点などを持ち，ト
ラックやバスを使った実験ができるようになっていま
す（図 3）．私の専門は無線通信ですが，今回の共同研
究ではV2X（Vehicle to Everything）と呼ばれる無線
を利用した車々間及び路車間通信の高度化を研究テー
マとして選び，PATHを主な共同研究先として選定し
ました．加えて，産業界とのつながりも考え，シリコ
ンバレーの中心地Mountain View に位置する Toyota 
Info-Technology Center USA（以降Toyota-ITC USA）
にも週 1回程度訪問し，共同研究を行うことになり，
二つの共同研究先を行き来する在外研究となりました．

 ３ 米国ベイエリアでの暮らし
ベイエリアでの暮らしは気候も良く大変過ごしやす

いのですが，全米一と言われている家賃が生活を圧迫
します．日本で言うワンルームの Studio でも家賃は日
本円に換算すると 30万円以上であり，近くのサンフラ
ンシスコでは 4人家族で年収 1,300 万円までは低所得
層と言われているエリアです．一方，IT 企業を中心に
博士卒の初任給が 1,500 万円とも言われており，日本
からの在外研究先としては費用の面で大変厳しい環境
です．一方，食事に関しては，バークレーはベイエリ
アで一番食事がおいしいレストランがそろっていると
言われており，日本のラーメンチェーン店から高級な
レストランまで様々な選択肢があります．（やはり日本
より大分値が張ります．）日本食材も様々な店で取り
扱っており，値段さえ気にしなければ日本と同じもの
を食べることも可能です．
バークレーのダウンタウンでは自動ロボットが弁当

配達をしてくれる，テクノロジーと食が一体化した先

進的なサービスもあります（図 4）．一方，私が滞在し
たRFS には，小さなカフェが１軒あるだけという状況
でしたので，専ら自炊と弁当持参での生活を送ってい
ました．バークレーはサンフランシスコのダウンタウ
ンに近く買い物に便利な上，ワインで有名なナパバレー
までは車で 1時間と周辺の観光地も豊富です．また，
大リーグのスタジアムが近くに二つあり，シーズン中
は，ほぼ毎日どちらかの球場で試合が開催されるなど，
研究生活以外にも充実した海外生活を送れる環境です
（図 5）．

 4 共同研究と実証実験
今回の在外研究では，近年注目を浴びている自動運
転に関連した研究テーマを選びました．ここでは，安
全性を高めた高度な自動運転を実現することを目指し
て，車同士や車と路側機を協調させる無線基盤を高度
化する研究に取り組みました．無線通信は協調型の自
動運転を実現するキーテクノロジですが，周辺の建物，
地形，通信の混雑の影響により信頼性が低下するとい
う大きな課題があります．そこで，車向け無線通信の
信頼度向上のため，車の状態を報知する通信に含まれ
る情報と受信機での受信信号電力情報を，位置情報と
ともにデータベースに集約することで，建物や地形の
影響が反映された信頼度マップを構築し活用する研究
に着目しました．
このような信頼度マップの実証には実際の車通信向
けの無線機を車に積み込み，複数の車の間で相互に通
信を行ってその精度を確認する必要があります．しか
し，日本では無線機の認証の問題があり，簡単に実証
できない悩みがありました．一方，米国では，実用化
研究も盛んであり，実験用の無線機が簡単に手に入り
ます．その無線機は，無線 LANと同じように無線免許
不要で利用できることもあり，実証実験が簡単に実施

図 4　 学内で見かける自動運転
弁当配達ロボット

図 5　 電車で 30分位の移動により大リーグ
の試合も楽しめます

図 6　実証実験の様子

若者よ、
世界に
出よう！
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できる環境です．加えて，PATHにはテストコースが
あり，車を任意の位置に停車・走行させての実験が可
能など，実証のために申し分ない環境が整っていました．
在外研究に行く前は理論的な検証を中心に研究を進

める予定だったのですが，急きょ計画を変更し，日本
からの応援も受けつつ，車両 3台を利用し実際の電波
を利用した観測実験を大規模に行うことができたこと
が今回の在外研究の一番の成果と考えます（図 6）．実
証実験では PATHの研究員や Toyota-ITC USA の研究
員にもいろいろな助言を頂くことができ，スムーズに
実験が進められ，大変貴重な経験ができたと考えてい
ます．

 ５　若い研究者への助言
この原稿のタイトルを「40 代半ばでの米国在外
研究」としたのは，是非若い世代の研究者の皆さん
には，30代までの在外研究をお勧めしたいという
考えがあってのことです．今回の在外研究では研究
活動に集中するための時間が取れることや，実証実
験の実施という意味では大変価値のあるものでし
た．一方で，滞在先で研究の一線に立っている研究
者は 30代のポスドクが中心となっており，どうし
てもこちらが年上であることから，「お客さん扱い」
が抜け切れませんでした．同年代で一緒に滞在とい

うことになれば，もっと胸襟を開いて交流ができた
のではと考えてしまいます．また，研究室を運営し
ている状況での渡航は，日本に残っている学生の指
導なども必要となり，夕方帰宅してから日本との打
合せが続くなど，在外研究中でも完全には研究活動
だけに注力できない状況でもありました．若い研究
者の皆さんには，是非，研究に集中しやすい 30代
までにチャンスをつかんで，海外での研究活動の経
験を積んで頂ければと思います．間違いなく，失う
ものより得られるものが多い時間を過ごせるものと
思います．
謝辞　本海外共同研究は，JSPS 科研費国際共同
研究加速基金（国際共同研究強化），課題番号
16KK0124 として実施したものです。関係各位に
感謝致します。
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1  はじめに
読者の皆さん，無線局が世界遺産になっていることを

御存じですか？
今回は，スイス・ジュネーブに赴任している筆者がス

ウェーデンにある世界遺産「ヴァールヴェリ　グリメト
ン無線局」を訪問しましたので，その模様を紹介します．

2  グリメトン無線局とは？
グリメトン無線局はスウェーデン南部の都市ヴァー

ルヴェリ近郊にあります（図 1）．
本無線局は 1924年に運用が開始され，1996年まで，

米国との間で大西洋を横断する無線電信に活用されまし
た．商用運用の停止後も稼動が可能な状態で保守整備さ
れており，現在も年数回，特別なイベントで，モールス
信号が発信されています．
本無線局は真空管導入以前の無線通信初期の建造物

として保存状態が大変良く，通信の発達を示す傑出した
建造物であること等により，2004 年に世界文化遺産に
登録されました．
無線局のコールサインは SAQ，送信周波数は超長波

（VLF）の 17.2kHz，出力は 200kWです．また，発電
機としてアレクサンダーソン式高周波発電機が用いられ
ていることが特徴で，発電機の総重量は 50t です．

3  施設の概要
施設の敷地は 109.9ha の広さがあり，ビジターセン
ター，アレクサンダーソン式高周波発電機が設置されて
いる発電機施設，高さ 127mのアンテナ鉄塔 6基や，
商用運用時の職員住宅等が設置されています．
夏季は無線局の見学が可能であり，一般的なガイドツ
アーや無線愛好家向けの詳細な技術ツアー，子供向けの
無線教室等も開催されています．

4  いざ，無線局の中へ！
4.1　ビジターセンター
まず，施設到着後，ビジターセンターに入ります（図
2）．ここでは本無線局開設当時の通信の様子が説明さ
れています．特に目を引いたのは壁一面に掲げられた，
1920 年代前半に欧米で開設されていたアレクサンダー
ソン式高周波発電機を用いた無線局の地図です（図 3）．
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図１　グリメトンの位置

図２　施設の入口であるビジターセンター

図３　米国ロングアイランドを中心としたアレクサンダー
ソン式高周波発電機による無線局を示す地図



4.2　発電機施設
次に，アレクサンダーソン式高周波発電機が設置され

ている発電機施設を見学しました（図 4）．
アレクサンダーソン式高周波発電機は，スウェーデン

出身で米国GEのエンジニアであったアレクサンダーソ
ンにより発明されたもので，1924 年の開設時に設置さ
れた実物がそのまま保存展示されています（図 5）．
高周波発電機は駆動モータ，ギアボックス，高周波発

振器の三つの機器で構成されています．動作の仕組み
は，まず，駆動モータが毎分 711.3 回回転し，次にギ
アボックスで回転数が 3倍に増幅されます．そして，
高周波発振器内の直径 1.6mの金属円盤が毎分 2,115
回（毎秒 35.25 回）回転します．円盤の円周上には
488 の凹凸の溝があり，円盤の周りに電磁石が配置さ
れています．
このため，凹凸のある円盤が回転する際に，17.2kHz 

（毎秒 35.25× 488）の周波数の電波が発生します．
また，円盤の周囲の電磁石上の 64か所に電機子が置

かれており，円盤の溝が電機子を通過する際に電力が発
生します．発振器全体で200kWの高周波を出力します．
発電機施設には，このほか，高周波発電機の駆動モー

タを制御する液体抵抗器，発電機の出力をアンテナから
送信するための各種装置等も設置されています．

4.3　送信アンテナ用鉄塔
屋外に出ると，広大な敷地に，高さ 127m，幅 46m

の自立送信アンテナ用鉄塔が 6基建っています（図 6）．
電波の波長が約 17.4kmと長いため，アンテナ自身は
鉄塔の上にワイヤとして架けられています．

5  おわりに
実際に現地に赴くと，発電機やアンテナ用鉄塔の保存

や整備状況の良さに驚かされるとともに，我々の携わる
仕事が世界遺産となっていることに感動を覚えました．
北欧に行かれる機会がありましたら，是非，この無線

通信の聖地に立ち寄られることをお勧めします．

謝辞　本稿執筆にあたり，アドバイスを頂いたグリメ
トン世界遺産財団のスタッフの皆様に感謝致します．
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気通信連合（ITU）無線通信局に勤務．
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科学館・博物館めぐり　ヴァールヴェリ グリメトン無線局 57

図５　 無線局の心臓部であるアレクサンダーソン式高周波
発電機（一番奥の円筒が駆動モータ，その手前にギ
アボックス，一番手前の大きな円盤が高周波発振器）

図４　建設当時のまま現存する発電機施設の外観

図６　遠くからでも視認可能なアンテナを支える鉄塔
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 1. はじめに
JR のみどりの窓口でおなじみの予約システム

「マルス（MARS：Magnetic-electronic Automatic 
Reservation System）」は，指定券をはじめ広く
JRの切符を販売し，JR旅客鉄道会社の営業を支え，
鉄道のお客様に便利で安心なサービスを提供してい
る．その特長として高信頼性と高性能が挙げられ，
近年は 99.999%以上の稼動率を維持し，全国に設
置された 1万台近くの端末から 1か月前発売開始
時に殺到する要求呼をさばき，1日平均約 200 万
枚の切符を発売している．
マルスは，コンピュータの誕生から間もない
1960 年に，JR旅客鉄道会社の前身である国鉄（日
本国有鉄道）が開発した世界でも先進的なオンライ
ン・リアルタイムのトランザクション処理システム
である．それ以来 60年近く，旅客営業ニーズに応
え，数世代にわたってその時代の最新技術を取り入
れてリニューアルを繰り返しながら，機能増強を重
ねてきた．

その端末も，マルス本体の発展に合わせて各種開
発され，お客様の利便性を高めるべく操作性の向上
と発券時間の短縮に努めながら進化してきた．
マルスで取り扱う商品は，指定券から始まって今
では JRのほとんどの切符に広がり，マルス直結の
各種端末のほか，マルスと結合している各 JR旅客
鉄道会社のシステムや大手旅行会社のシステムか
ら，それらに接続された端末やインターネットを通
じて販売されている．
1987 年の国鉄の分割民営化以降は，鉄道情報シ
ステム株式会社（JRシステム）がマルスを運営し，
JR6旅客鉄道会社にマルスによるシステムのサービ
スを提供している．JRシステムは，分割民営化で
国鉄を 6旅客鉄道会社と貨物鉄道会社に分けたと
き，国鉄が持っていた各種のシステムのうち，マル
スなどの分割できないシステムを引き継ぐために設
立された会社である．
なお，国鉄は鉄道電話や鉄道電信などの自営通信
網を運営し，NTTの前身である日本電信電話公社
（電々公社）に比べて規模は小さいとはいえ，早期

本稿の著作権は，鉄道情報システム株式会社に帰属する
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図1　マルスの年表
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に全国マイクロ無線網を整備するなど，引けを取ら
ない通信技術を持っていた．このことは，通信が今
のように発達していなかった時代に，全国に端末を
展開するマルスを実現できた要因の一つであるとと
もに，マルスのニーズが国鉄のディジタル通信網の
発展を促したと言える．
分割民営化にあたり，国鉄の自営通信網のうち，
長距離回線は鉄道通信株式会社（日本テレコム株式
会社を経て現在はソフトバンクテレコム株式会社）
が，ローカル回線は各 JR旅客鉄道会社が引き継い
だ．今ではリスク分散のため複数の通信事業者の回
線を借りて，JRシステムがマルス専用の高信頼性
のネットワークサービス「JR-NET」を提供してい
る．
マルスの各世代の年表を図 1に示す．

 2．手作業の時代　1900年～
日本では，1900 年（明治 33 年）に寝台車を持
つ列車が，更に 1912 年に指定席を持つ特急列車が
運行開始され，座席指定が始まった．戦前は指定席
数が少なく，列車の始発駅及び主な停車駅に指定席
が割り当てられ，人手による台帳管理で指定券が発
売された．しかし，復路など他駅発の指定券を発売
することは，鉄道電話網が未整備だった当時は不便
であった．戦争の激化とともに指定席は一旦廃止さ
れた．
戦後，1949 年（昭和 24 年）に国鉄が発足して
指定席を持つ列車が復活し，日本の復興と経済成長
に伴い指定席数は急速に増加していった．指定席を
始発駅などに割り当てる方法では不便で売れ残りも
出るので，各地の指定席管理センターなどの管理箇
所で集中管理し，各駅から電話で問い合わせて発売
するようになった．指定席数の増加に伴い，指定席
管理センターでは台帳を収容する回転台を設置する
などして対処したが（図 2），係員に熟練の技が必

要であった．指定席数が更に増大するにつれ，発売
までに待たされる時間が長くなり，人手による誤り
も目立つようになり，電話と人手による台帳での処
理では限界に達していった．1960 年には指定席数
は 1日当り約 3万席になった．

 3.  第一世代　マルスの誕生
［マルス1］ 1960年～

上記の状況に対処するため，国鉄では 1955 年頃
から座席予約のシステム化の研究を始めた．国鉄の
電気局，鉄道技術研究所，日立製作所のチームで予
約システムの研究開発を行い，その成果を受けて
1958 年に試行機としてマルス 1の開発に着手し，
1960 年 1月 18日に使用開始した（図 3）．
当時の初期の汎用的な計算機では性能が不足し
ていたので，マルス 1は，プログラム内蔵方式の
「コンピュータ」ではなく，磁気ドラムでデータを
持ち電子回路でロジックを組む「装置」として開発
した．部品に，トランジスタ 2,000 個，ダイオー
ド 10,000 個，真空管 70 本，及び磁気ドラムを使
用した．当時のハードウェアは誤作動の恐れがある
など信頼性が十分でなかったので，主なハードウェ
アは二重に持ってデュアルシステムの構成とした．
すなわち独立した並列運転を行って結果を照合し，
片系の障害時にはシングルでの運転も可能とした．
収容座席数は 1 日に 3,600 席で，15 日分を取り
扱った．端末 12台が，東京のほか，名古屋と大阪
に設置された．回線速度は 50bit/s であった．マル
ス 1は，試行とはいえ 99.9% 以上の稼動率を達成
するなど大変良好な結果を収め，座席予約のシステ
ム化が十分可能であることを実証した．
当時，米国の航空会社が既に開発していた予約シ
ステムはあったが，鉄道のマルスには以下のように
それとは異なる機能が求められた．そのためマルス
は独自に開発する必要があり，以下の機能を実現し

図2　回転台 図3　マルス1
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たシステムとしては世界で初めてであった．
まず，航空では定員制であるが，マルスでは座席
位置を指定することが求められ，座席の空き状況や
要求人数（最大 4人）などの条件により，近傍で
かつ無駄の出にくい最適な座席を自動でサーチし，
割り付ける必要があった．また，航空では乗降区間
が一つしかないが，鉄道では途中駅でも乗り降りす
るので，同一座席に別区間で別の人が乗ることがで
きる．つまりマルスでは，座席の在庫管理を複数の
区間ごとに分けて行う必要があった．
更に，航空の端末は一般にタイプライタに通信回
線を付けたテレタイプ形であり，一行入力するごと
に中央に送信する．しかしマルスではキーボード入
力に慣れていない係員が多く，押しボタンを多数備
えた操作盤で 1回の予約の要求内容を全てセット
し，準備が完了してから一度に送信する方式とし
た．つまり，操作性を高めるため，ある程度のイン
テリジェンスを持つ専用端末を開発した．

 4.  第二世代　マルスの実用化
［マルス101，102］ 1964年～

4.1　マルス101
マルス 1の成果を受け，本格的実用のシステム
としてマルス 101 を開発し，1964 年に使用開始し
た（図 4）．収容座席数は最終的に 1日に 3万席と
し，1週間前発売とした．端末は，当初は札幌から
鹿児島まで全国に 83台を，後に増設して計 173台
を設置した．
このマルス 101 から，現在の主流であるプログ
ラム内蔵方式のコンピュータを採用した．機種は
HITAC-3030 で，トランジスタを使用し，主メモ
リは磁気コアメモリ 4Kワード（1ワードは 40bit
なので 20kByte 相当），外部記憶装置に磁気ドラム
を使用した．このコンピュータ 2台でデュアルシ
ステムとした．

この機種のハードウェアは汎用ではなく，マルス
用にオンライン・リアルタイム処理向けに開発した
ものであった．また当時は現在のようなOSはなく，
専用のリアルタイム制御のプログラムを開発した．
マルスなどのオンライン・リアルタイムのシステ
ムでは，一つ一つは小さいが，多数のランダムに到
着するトランザクションを，素早く処理して回答を
返す必要がある．そのために，高度な割込み機能を
持ち，入出力の多重実行性の高いハードウェアを開
発した．当時はマルチプログラミングやマルチタス
クの概念はまだ確立されていなかったが，それに相
当する同時並行処理を実現した．なお同型機種はそ
の後，国内航空会社などのほかのオンラインシステ
ムでも採用された．
座席のサーチ・割付けは，当時のマシンではソフ
トウェアで処理するには性能が足りなかったので，
やむを得ず外付けのハードウェアで処理した．これ
は，後に団体用のマルス 201，及びマルス 105 で
ソフトウェア処理化するまで残った．
マルス 1では予約だけシステムで行い，指定券
自体は予約回答の端末プリンタ出力から人手で書き
写して発行していた．マルス 101 からは，手書き
による手間や誤りをなくすため，端末で発券も自動
化した．これは世界で初めてであった．
マルス 101 の端末（図 5）では，列車と乗降駅
を選択するために「活字棒」（図 6）を用いた．こ
れには列車や乗降駅のコードを示す穴と印字に使う
ゴム印が付いていて，列車と乗降駅のコードを誤り
なく入力するとともに，券面への印字を行う一石二
鳥を狙ったものである．これにより操作性を高める
とともに，当時の計算機は漢字を扱えなかったが，
券面に列車名や乗降駅名を漢字で印字した（図 7）．
またマルス 1の経験から，磁気ドラム上の座席
在庫のデータが両系とも破壊された場合に備えて，
データを回復する処理を用意した．これは，まず毎
日バックアップしている座席データを磁気ドラムに
戻し，それに当日の処理分についてログデータを

図5　AB形端末

図4　マルス101
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使って更新し，座席データを回復するものである．
幸いなことに，その後マルスでこれを使ったことは
ほとんどない．

4.2　マルス102
マルス 101 では増加する指定席数に容量が足り
ず，また新幹線の横一列 5座席の座席形式は扱え
なかった．そこで 1965 年に，マルス 101 を改良
して収容席数を 10万席に増やし，更に新幹線の 5
座席も扱えるようにしたマルス 102を増設した．
座席は列車ごとにマルス 101，102 のどちらか
に収容し，端末からの要求呼の各システムへの振分
けは，列車の活字棒に付けた接続先選択コードによ
り中央の電信交換機で行った．後にマルス 103，
104 が増設されたときも同じ方式で振り分けた．
ここでマルス 101 と合わせて容量は 13 万席と
なったが，収容できたのは急増する指定席全体の約
70%であった．また，オフライン処理用にもマシ
ンを 1台設置し，大量の発売データによる統計な
どの後方業務の処理を行った．
このときに，国鉄では指定席販売の体制を整える
ため，全国 152 の駅を指定席発売拠点駅に選定し，
「みどりの窓口」が開設された．端末台数は計 467

台となった．

 5.  第三世代　マルスの本格化
［マルス103，104，201］ 1968年～

5.1　マルス103
1968 年 （昭和 43年）10 月に国鉄ダイヤの大規
模な改正が行われ，列車が大増発されて指定席数も
大幅に増えた．それに合わせて収容座席数 20万席
のマルス 103 を開発し，使用開始した（図 8）．こ
こでマルス 101，102 と合わせて 1日に 33万席と
なり，その時点で全指定席の 95%に達した．端末
台数は計 942台となった．
マルス 103 では，IC 化など計算機の進歩により
汎用機種でも性能が向上したため，汎用ハードウェ
ア の HITAC-8400 を 採 用 し た． 主 メ モ リ は
128kByte で，外部記憶装置に磁気ドラムを使用し
た．オンライン機は 2台でデュアルシステムとし，
別に 1台をオフライン機とした．OS はオンライ
ン・リアルタイム用に開発した．
マルス 103 はマルス 101，102 とは命令語が異
なるので，プログラムを再作成したが，その規模は
アセンブラ 110ks（キロステップ）に上った．こ
こで，ソフトウェアの規模増大に伴う品質の問題が
現れてしまい，初期不良によるトラブルが多発し
た．これを早期に修正するための保守担当者の努力
は大変なものであった．
当時のプログラムはできるだけメモリを節約す
るため，実行中に自身のプログラムを書き換えるな
ど曲芸的に書かれたりしていた．このときの反省か
ら，プログラムは品質を上げやすくまた別の人でも
改修がやりやすいように，分かりやすく明解に書く
ことが優先である，と考え方を転換した．また，設
計ドキュメント類を十分に書くことや，開発手順を
明確に規定することなど，大規模ソフトウェア開発
におけるシステム管理の重要性が関係者に強く認識

図6　活字棒

図7　券面

図8　マルス103
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された．その後のマルスの開発では，ますますソフ
トウェアの規模が増えていったが，開発作業の標準
化が進められるなど，このときの教訓が生かされる
ことになった．

5.2　マルス104
1970 年に，大阪万博に向けてマルス 103 の複製
であるマルス 104 を増設した．同時にマルス 101
を廃止した結果，マルス 102，103，104 合わせて
収容座席数は 50万席となり，ほぼ国鉄の全指定席
を収容した．ここで増加する指定席数に対してシス
テムの収容能力の増加がようやく追い付いた．ソフ
トウェアの規模は 170ks，端末台数は計 1,068 台
となった．

5.3　マルス201
その頃に急増してきた団体やグループ客の旅行
についてシステム化するため，一般向けのマルス
100 系（マルス 101，102…105）とは別にマルス
201 を開発し，1969 年に使用開始した．団体は取
扱い人数が数百人と多く，座席のサーチ・割付け処
理を初めてソフトウェアで行った．また取り扱う 1
件の中で，行き・帰りの乗車券や宿泊券など複数の
行程を扱い，更に最長 5か月と長期にわたって予
約，変更，取消しなどの操作を繰り返すので，予約
内容を記録した顧客情報を持つ顧客管理機能や進行
管理機能が必要である．取扱い件数は多くなく，要
求される性能と可用性はそれほど高くないが，大変
複雑な機能の開発になった．機種はHITAC-8400
でシングル構成とし，外部記憶装置に磁気ディスク
を採用した．
併せて団体用のG形端末を開発し，80台を設置

した．回線速度はそれまでの端末より早い200bit/s
とした．ここで，新しい列車や停車駅が増えるたび
に各端末へ配布する手間が掛かる活字棒方式に代
え，操作性と保守性の良いページ形の入力方式を採
用した．

 6.  第四世代　マルスの拡大
［マルス105，150，202］ 1972年～

6.1　マルス105
新幹線網の拡大などの将来の指定席増加に対し
て余裕を持つ容量を備えるとともに，これまでの量
的拡大から質的拡大へと転換し，指定券以外の普通
乗車券などを取り扱うように機能を拡大させること
を目指し，マルス 105 を開発した（図 9）．1972
年に使用開始し，収容座席数は 1日に 70万席，端
末台数は計 1,300 台となった．それまでのマルス

102～104 は廃止した．
機種には大形汎用計算機HITAC-8700 を採用し
た．主メモリは 1MByte で，オンライン機は
2CPU のマルチプロセッサ構成，オフライン機は
1CPUの構成とした．ここで，ハードウェアの信頼
性が格段に上がったため，マルス 105 から並列運
転で結果を照合するデュアルシステムの構成はやめ
た．ただし外部記憶装置上の重要なファイルは二重
化した．なお，マルチプロセッサの一方が障害と
なっても，オンラインを止めることなく 1CPUで
運転を継続できるようにして可用性を高めた．
OSは汎用OS（DOS3）をベースにオンライン処
理用の専用機能を作り込み，処理の効率化を図った
もので，RTCS と呼称した．座席サーチ・割付け処
理も全面的にソフトウェア化し，それまで 1操作
で最大 4席だったところ，14席までの処理を可能
にした．
外部記憶装置には，磁気ドラムと磁気ディスクの
両方を使い分けた．磁気ディスクは磁気ドラムと比
べてデータ容量は大きくできるが，磁気ヘッドが動
く（シークする）ためアクセスの性能は落ちる．マ
ルスのデータの中で座席在庫データは容量が大き
く，かつ 10時の発売開始時にアクセスが集中する．
そこで各発車日のデータを同一シリンダに収容する
ことにより，発売開始時にはシークが起こらないよ
うにして，磁気ディスクでも性能が出るよう工夫し
た．ただし実際には 1日分の座席データを 2シリ
ンダにまたがって収容したので，効果はそれより多
少減った．
信頼性の要求されるオンラインシステムでは，ト
ランザクションの処理途中でシステムダウン等の異
常が起きても，データの整合性が保たれる必要があ
る．
マルスでは，二重発売や座席の損失が起きないこ
と，また実際に発券した切符と中央の発売記録が一
致することが大事である．これを実現するため，

図9　マルス105
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データの更新手順やログの取り方などを工夫し，異
常が起きてもその後の回復処理においてそれらの整
合性を回復できるようにする「トランザクション管
理」をマルス105に作り込んだ．当時はまだACIDト
ランザクション管理（ACID-Atomicity，Consistency，
Isolation，Durability）の概念は確立されていな
かったが，それに相当する処理である．これには，
オンライン性能への影響をできるだけ少なくし，異
常時には速やかに回復処理を行って復旧できるよう
に工夫を凝らした．
トランザクション管理により，マルスがシステム
ダウンしても二重発売が起きることはないが，人為
的ミスによって二重発売が起きる可能性は残る．主
なケースは，取消し操作で人手による座席位置入力
を誤ることである．それを防ぐため，チェック桁を
指定券に印字して取消し時に入力させる対策をとっ
た．また更に，座席位置の情報を含む取消し符号
（バーコードに似たもの）を指定券に印字しておき，
取消し時に端末で読み取らせる機能増強を行った．
なお，後にM形端末以降は券片を磁気エンコー
ド化したので，取消しは磁気情報を読み取って行う
ことになった．
マルス 105 では大幅に機能を拡大してプログラ
ムを再作成したため，当初の開発量は 370ks に上っ
た．その後，更に機能増強を重ねた結果，ソフト
ウェア量は 1Msまで増大した．
ここで大規模ソフトウェア開発の困難さに直面
することになった．大きなプログラムを首尾一貫し
て正しく動かすためには，各部分の分担する役割を
プログラム全体の中で適切に割り振り，厳密に定め
る必要がある．そのため設計ドキュメントで各部分
の機能や相互のインタフェースを詳しく記述するこ
とを中心に，開発作業の標準化を進めるなど，各方
面に努力を傾注した．中でも，開発要員同士のコ
ミュニケーションを重視した．その頃，マルス 105
をはじめマルス 150，202 を合わせた大規模開発

のため，全国の国鉄の職場から選抜された要員が集
められ，メーカの日立製作所の要員とも一体となっ
て開発に取り組んだ．そこで，システムの要素とし
て「ハードウェア」，「ソフトウェア」に並び
「ヒューマンウェア」を標ぼうし，マルスの旗（図
10）やマルスの歌を作り，開発チームで懇親会を
よく催すなどして，メンバの一体感の醸成とコミュ
ニケーションの促進を図った．
マルス 105 に合わせてN形端末を開発した（図
11）．列車や乗降駅はページ形入力方式とし，プリ
ンタでは，一部の漢字や仮名を使った印字を行っ
た．N形端末の回線速度は 200bit/s であった．ほ
かに回線速度を 2,400bit/s に上げてラインプリン
タを備えた高速形のHN形端末も開発し，取扱量
の多い窓口に配置した．

6.2　CC-FC化
マルス 105 では，更なる性能向上のため，1974
年に CC-FC に分散化する機能増強を行った．これ
はマルス 105 を，端末を管理するCC（通信制御シ
ステム）と列車在庫を管理する FC（ファイル制御
システム）に垂直に分散し，更に FCを水平に分散
するものである．収容座席数は 1日に 100 万席と
なり，これは現在まで変わっていない．
CCは 1台で 2CPUのマルチプロセッサ，FCは
2 台でそれぞれシングルプロセッサの構成とし，
CC，FCで予備兼オフライン用に各 1CPUを持ち，
計 6CPUを使用した．
これによりマルスは分散トランザクション処理
の構成となった．CC-FC 間の接続のために「PST
（Pseudo Terminal：疑似端末）」方式を導入した．
これは要求側の CC内に仮想的な端末である PST
を設定し，それから FCに要求する形の処理にする
ものである．この PST 方式に基づいてシステムを
またがったトランザクション管理を実現した．つま
り CC，FCのどちらか，または両方がシステムダ

図10　マルスの旗 図11　N形端末
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ウンしても，中断した両者の処理状態を回復処理で
整合させ，二重発売などを防ぐものである．また，
PST方式によりフロー制御も可能となった．

6.3　マルス150
電話予約機能を持つマルス 150 及び音声応答装

置を開発し，1975年に使用開始した．これはお客様
が家庭や職場からプッシュホンで指定席を予約でき
るようにするものであり，音声応答装置を電々公社
の電話網に接続した．マルス 150 は HITAC-8400
を 2 台使用してデュプレックス構成とし，予約内
容などのデータを保持した．
なおこの電話予約の方式は，後に JRAや国内の
航空会社でも採用された．

6.4　マルス202
団体・グループ旅行機能を持つマルス 201 の後
継としてマルス 202 を開発し，1975 年に使用開始
した．これで団体乗車券の自動発券を行い，更に複
数の列車や宿泊などの行程をセットしたパッケージ
型の企画商品を取り扱うなど機能を強化し，総合旅
行商品販売を可能にした．機種はHITAC-8450 で
シングル構成とした．併せてG形端末後継の T形
端末を開発し，150台を設置した．

6.5　旅行会社結合
1980 年にマルスと大手旅行会社（当初は 3社）
のシステムとの結合を行い，双方の商品を互いに販
売できるようにした．

これは世に先駆けた異機種のシステム同士の結
合であった．当時は通信プロトコルの標準化は進ん
でおらず，レイヤ 2の伝送制御手順にHDLC-ARM
と呼ばれる当時として先進的であったビット透過性
を持つプロトコルを採用した．またトランザクショ
ン管理として，CC-FC 化で導入した PST に基づく
方式を発展させ，厳密に双方のシステムの整合性を
保つことができる方式を取り決めた．それらを双方
のシステムで実装し，双方のシステムの独立性を保ち
ながらの密接な結合を実現した．回線は9,600bit/s
のものを複数本使用した．後にそれらの手順は，旅
行業界におけるほかのシステム結合でも使われるこ
とになった．
なお，当時の電気通信法規では，会社をまたがっ
たシステム間の回線接続は規制されていた．担当者
が規制当局へ日参して説明に努めた結果，ようやく
結合が承認された一幕もあった．
この時点，すなわち第 4世代末のマルス 105，
150，202 の構成概要を図 12に示す．

 7.  第五世代　マルスの総合化
[マルス301，305] 1985年～

7.1　マルス301
マルス 105，150，202 を統合したマルス 301
を開発し，Sシステム（後述のM形端末を先行し
て接続したシステム）の先行稼動を経て，1985 年
に全面使用開始した（図 13）．マルス 301 は，そ
れまでの一般，電話予約，団体・企画商品の機能を
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統合して座席を一元管理するとともに，定期券，周
遊券などを含む国鉄窓口で販売するほとんどの商品
と，更に宿泊券やイベント券などを取り扱った．ま
たクレジット対応などの新たな機能を追加可能に
し，マルスを「旅客販売総合システム」へと進化さ
せるものであった．
機種には大形汎用計算機HITAC-M280Hを採用
し， CCS（通信制御システム），SRS（在庫管理シ
ステム），DMS（データ管理システム）の 3サブシ
ステムで構成した．それぞれシングルプロセッサと
し，ホットスタンバイの CCS 予備，SRS/DMS 共
通予備を持ち，計 5台を使用した．主メモリは各
8MByte で，マルス 301 以降は外部記憶装置に磁
気ディスクを使用した．OSには汎用のVOS3 を使
用し，ほかに伝送制御プログラムやホットスタンバ
イモニタを常駐させた．端末台数は計 2,600 台と
なった．
なお，後の 1989 年に機種をM680H（主メモリ
16MByte）に更新した．
ソフトウェアについては，前の世代のものが機能
増強を繰り返して肥大化，硬直化し，機能追加が困
難になっていたので，全面的に再作成した．ここ
で，オンラインプログラムの構造を改善し，階層別
に分けるとともに，端末管理，運賃料金計算，列車
在庫管理などの機能ブロックに分けてモジュール化
し，それぞれ独立したプログラムとした．これによ
りプログラムの複雑さを減らし，拡張性と保全性を
回復させた．オンラインプログラム間の接続には
PST 方式を使用し，これまでのトランザクション

管理の方式を改良してプログラム間の整合性確保を
図った．
マルス 301 の当初の開発量は 2.2Ms に上り，ま
すます大規模なプログラムの開発になったが，上記
のプログラム構造の改善に加えて開発作業の標準化
を更に進め，構造化プログラミングの手法を取り入
れるなどの改善も行って対処した．これ以前のマル
スではプログラミング言語は全てアセンブラであっ
たが，マルス 301 から高級言語を取り入れた．座
席サーチ・割付け処理はアセンブラのまま残した
が，それ以外のオンラインプログラムでは
HIPROT と呼称したアセンブラと PL1 の中間的な
独自言語を，オフラインプログラムでは PL1 を使
用した．
マルス 301の構成概要を図 14に示す．
マルス 301 に合わせ，M形端末（図 15）を開発
した．回線速度は 2,400bit/s であった．これは，

図13　マルス301
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一般と団体の両方の機能を持ち，1台で窓口の全業
務を可能にする端末であった．
操作性に関してはN形端末のページ方式の盤面
を引き継ぐとともに，多数のワンタッチキーを備
え，更にキーボード入力を可能としCRTによる表
示を行った．券面はドット方式にして柔軟性を持た
せ，全面的に各サイズの漢字を使うほか，周遊券の
地図表示なども可能とした（図 16）．券片の印刷に
は感熱式プリンタを採用したが，異常時の誤発券防
止のためプリンタの動作状態を細かく監視するなど
工夫をこらした．また，券片の裏面には磁気エン
コードを行い，自動取消しや自動改札に対応した．
窓口に行列を作るお客様に速やかに応対するた
めには，マルス本体の十分なスループットと応答時
間のほか，端末での発券時間が重要である．そのた
めM形端末には発券時間の短縮にあらゆる工夫，
努力を注いだ．例えば，普通乗車券などの非在庫商
品をローカル（端末内）の処理で発券することや，
電文量を減らすため端末側で券面印字のためのドッ
トデータを持つことなどである．併せて営業制度や
運賃の改定などに対応したそれらデータの保守を容
易にするため，ダウンロードの仕組みも作った．そ
れには，事前にデータを送っておき，適用開始日の
朝に端末側で自動的に切り換える機能も持たせた．
なお，後のMR形端末以降は，データだけでな

く端末のプログラムのダウンロードも可能にし，端
末の保守性を更に向上させた．
また主力のM形端末のほか，PCベースの簡易
な L形端末を開発し，取扱量の少ない駅への端末
設置を促進した．

7.2　分割民営化
1987 年の国鉄分割民営化に対応して，そのため
の大規模な機能増強を行った．その後は毎年，各
JR旅客鉄道会社から要望された様々な機能増強を
実施している．
M形端末までは端末の制御装置は専用のハード
ウェアであったが，ワークステーション（WS）や
PCなど小形計算機を活用したコスト削減のため，
まずUNIX-WS でM形端末の後継のMR形端末を
開発した．操作性の向上のため，入力にタッチパネ
ルを採用した．
なお，JR旅客鉄道会社で独自開発された端末も
あり，マルスに接続している．

7.3　マルス305
ハード，ソフトの発展を取り入れてマルス 301
を改良し，性能と拡張性の向上を図ったマルス 305
を，1993 年に使用開始した．機種はM880/220
で，2 台使用し，主メモリは各 512MByte であっ
た．コンピュータの性能が向上して，プロセッサ資
源分割管理機構で 1 台のマシンに CCS，SRS，
DMSなどの複数のサブシステムを収容でき，コス
トを抑えた．端末台数は計 6,600 台となった．
この頃の機能増強の一つとして，取消しや乗車変
更などの操作において，端末で読み取った券片の情
報とマルス本体に記録されている券片の発売情報を
照合する処理を追加し，誤り防止を強化した．
MR形端末では，PCの普及に伴って更にコスト
を削減するため，MS-Windows 版の端末を開発し
た．初めてのWindows 版端末の開発では，早期の
擬似マルチタスクOSの個人用PCを採用したので，
開発に努力したものの必要な品質を得ることができ
ず，PCサーバ用のマルチタスクOSに載せ替えて
本格導入できたという一幕もあった．
また，従来の駅窓口で係員が操作する端末だけで
はなく，お客様自身が操作する顧客操作型のMV
形端末も開発した．
これらMR形及びMV形端末は全国に多数が設
置されていったが，PCの発達に合わせて現在まで
に数世代バージョンアップし，機能と操作性を向上
させてきた（図 17），（図 18）．

図15　M形端末

図16　周遊券



開発物語　みどりの窓口の予約システム「マルス」の開発史 67

 8.  第六世代　現在のマルス
[マルス501] 2004年～

それまでのマルスは本体に汎用機（メインフレー
ム）を使用してきたが，発達した小形計算機を取り
入れたコスト削減を狙って適切な部分についてサー
バ化し，また各 JR旅客鉄道会社の社別機能を実現
できるように機能の拡張性向上を目指したマルス
501 を開発し，2004 年に使用開始した．座席デー
タを持つ列車在庫管理機能などは汎用機に残し，主
にCPUバウンドの端末管理機能などをサーバに分
散化した．
汎用機の機種は AP8000 で，2 台使用し，主メ
モリは各 1,024MByte とした．ほかにUNIX など
のサーバ多数を使用した．端末は計9,500台となっ
た．
サーバに移行する部分をはじめ多くのプログラ
ムを再作成したので，ソフトウェア規模 5Ms の大
規模な開発となった．
その後マルスでは，インターネット，ICカード，
インバウンド（海外からの旅行者）などに関するも

のを含め，各 JR旅客鉄道会社から要望された各種
機能増強を毎年実施している．またそれに伴いサー
バを増設している．

 9. おわりに
各世代のマルスの開発において，その時代の最新
技術ながら今から見れば桁違いに貧弱なハードウェ
ア，ソフトウェアで，お客様のニーズに最大限応え
るべく何とか工夫して要望を実現してきた．その
後，その工夫には一般化し製品化されたものもあ
り，それらを含め進歩してきた製品を，後の世代の
マルスでコストを抑えるため採用しながら，次の新
たなニーズへの工夫に取り組んできた．そのような
繰返しであったように感じる．これからも，社会の
変化に対応したJR旅客鉄道会社の各種要望に応え，
旅客営業に貢献していきたい．
また，これまでマルスでは高信頼性を目指し，シ
ステム構成，障害回復方式，高品質のソフトウェア
開発などに工夫を凝らし取り組んできた．今ではマ
ルスはトラブルを起こすとお客様や JR旅客鉄道会
社に大変な迷惑を掛けてしまう，なくてはならない
システムになった．今後も，急速に進歩する技術を
取り入れ新たな開発に取り組む中，事故防止は最重
要課題である．しかし銀の弾はなく，技術が進んで
も最後は人に依存する面が残り，人の地道な努力は
必須である．これからもマルスの運営にあたり，第
1に高度安定稼動に努めていかなければならないと
考えている．
これが便利で安心な日本社会に寄与できれば幸
いである．

文献
（1） マルス分科会，“マルス発展史，”日本鉄道電気技術

協会，April 2013. 
＊ マルス開発メンバの手によるマルス開発史に関す
る詳細な記録である

竹井和昭 
 1978東大・工・計数卒．同年日本国有鉄
道入社．マルスの開発，信号通信業務に
従事．1987鉄道情報システム入社．マル
スなど各種のシステムの開発，運営に従事．
現在，常務取締役中央システムセンター所
長．

図17　MR50形端末

図18　MV50形端末
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 1  はじめに
呉市は人口 30万人弱の地方都市で，戦時中，戦艦大

和が建造された街として知られています．最近，長編
アニメーション「世界の片隅に」が全国的な大ヒット
となり，その舞台としても注目されてきているように
思います．今でも所々に以前の軍港としての色が残る
呉ですが，古くから海に隣接して発展してきた街でも
あります．私は呉に住んで今年で 16年目となります．
まだまだ呉住民としての経験が浅いところがございま
すが，これまでに感じてきた海とのつながりを中心に
呉の街を御紹介させて頂きたいと思います．記事内に
幾つか地名が出てきますが，記事の末尾に地図を載せ
ております（図 11，12）．合わせて御覧頂けましたら
幸いです．

 2  呉の立地
呉とお聞きになられてその所在がお分かりになられ

ない方も多くおられるのではないかと思います．呉は
広島県の南部，瀬戸内海に面した街です．図 1の写真
は呉の市街地北部にある灰ヶ峰の山頂から撮った写真
ですが，呉の街が海に面していることがよく分かって
頂けると思います．街の前面に広がるのが瀬戸内海で
多くの島々が見えます．その昔，明治政府が呉に海軍
の拠点の一つとして軍の鎮守府を置いた理由に，瀬戸
内海の島々に守られた立地があったと聞きます．その
後，呉は軍港として発展しますが，内海で海も穏やか
であったことから大型船舶の建造にも適していました．
呉海軍工廠が設置され（設置当初は呉鎮守府造船部），
日清戦争時には多くの艦艇が手掛けられました．また，
明治政府は潜水艦の建造にも力を入れ，イギリス政府
から潜水艦 2艇を買い入れると呉海軍工廠で国産潜水
艦の開発を進めたと言われています．呉の街は多くの
人が集まり，当時，急速に発展しました．

このように話を進めていくと戦争の色の濃い，灰色
がかった文面となってしまいますが，話を図 1の灰ヶ
峰に戻しますと，灰ヶ峰の標高は 737mと高く，とて
も見晴らしの良い場所です．瀬戸内海の島々が見渡せ
て，晴れた日には遠い四国の最高峰・石鎚山を望むこ
とができます．特に呉市街を見下ろす夜景が絶景で，
今はとてもロマンチックな場所となっています．私も
結婚前に何回か妻と一緒にドライブしたことを思い出
します．また，呉には多くの島々があり，古くから瀬
戸内海を通る船の往来によって発展してきました．今
では大小様々な橋が架けられ，島々に点在する町へ手
軽に出掛けることができます．そうした島々では古く
からの海とのつながりに触れることができます．少し
時代も遡りながら呉の街を御紹介させて頂きたいと思
います．

 3  遣唐使船のふるさと倉橋島
呉の歴史は古く，日本書紀に関係する記述が出てき
ます．日本書紀 22巻推古天皇紀に「是年，河邊臣名を
闕せり，安藝國に遣して舶を造らしむ．（遣河邊臣闕名
於安藝國令造舶）」という記載があり，この記載の中の
「安藝國」が呉の倉橋島になるという説が有力です．倉
橋島には当時，崇峻天皇から倉橋部という官名を賜っ
た民がいて，造船に必要な工具を所有しており，朝廷

図 1　灰ヶ峰から呉市街を望む景色
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からの派遣団が船を造りに来たと言われています．こ
の船が大和朝廷から唐の国へ遣わされた遣唐使船で，
倉橋島は遣唐使船のふるさととして知られています．
倉橋島には大小様々な入り江や湾があり，その一つに
桂浜（図 2）があります．とても穏やかな浜で，現在
はバーベキューをしたり，パドルボードを漕いだりす
る人で休日はにぎわっているのですが，桂浜の隅に「長
門の造船歴史館」が建っています．歴史館では，復元
した遣唐使船を展示しているほか（図 3），古代から現
代までの木造船模型があり，その歴史に触れることが
できます．ちなみに遣唐使使節団は全 15回，朝廷から
唐の国へ遣わされたと言われています．その間に 24隻
の遣唐使船が建造されたそうで，24 隻のうち 19 隻が
倉橋島で建造されたということです．第 1号は推古天
皇 26 年（西暦 618 年）に造られました．昨年は遣唐
使船建造の 1,400 年の節目の年と言われています．

 4  平清盛によって切り開かれた音戸の瀬戸
時代を進めて平安時代に入りますと，瀬戸内海は国

内各地，また中国大陸を結ぶ重要な航路となって発展
します．多くの物資を運ぶ船が往来するようになり，
海賊も多く出現するようになりました．平安時代，船
荷を奪う海賊を治めたのが平家一門で，特に平清盛は

朝廷より安芸守に命じられ，宮島の厳島神社を再建す
るなどして支配力を強めたと言われています．
当時，航海技術は急速に発展しましたが，瀬戸内海
は干満の差が大きく潮流の影響を大きく受けることか
ら，「地乗り」と呼ばれる陸地沿いを走る航海が主流で
した．沿岸を多くの船が航行し，港を中心に町が形成
されました．その一つに音戸と呼ばれる地区があり，
平清盛にちなんだ逸話が残されています．
音戸地区は先ほど御紹介した倉橋島と現在の呉市街
の中間，呉市街（本州側）と倉橋島の境にあります．
本州側から倉橋島へ渡る海峡は音戸の瀬戸（図 4）と
呼ばれていて船がやっと行き違える程度しかないので
すが，当時の地乗り航路として栄えた場所でした．元々
は岩礁が見え隠れする浅瀬だったと言われており，平
清盛によって切り開かれたと言われています．音戸の
瀬戸を 1日で開削するために，平清盛が暮れかける夕
日を扇であおるようにして呼び戻したとされており，
「日招きの伝説」として語り継がれています．
図 5は音戸の瀬戸に架かる音戸大橋の真下から撮っ
た写真です．橋のたもとには清盛塚と呼ばれるほこら
があります．平清盛は瀬戸開削の工事にあたり，人柱
の代わりに一字一石の経石を海底に沈めたと言われて
おり，工事完成の功績をたたえた石碑が置かれていま
す．音戸の瀬戸は現在でも呉と四国とを結ぶ主要な航
路となっており，多くの船が行き交っています．

図 2　倉橋島にある桂浜の入り江

図 3　復元された遣唐使船

図 4　音戸の瀬戸

図 5　音戸大橋と清盛塚
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 5  江戸の町並みが残る御手洗
更に時代を進めて江戸時代には，帆船が建造され，

航海技術も進化して地乗り中心の航海から，沖乗り中
心の航海へと変わりました．沖乗りでは潮風に乗せて
船を一気に進めることが可能で，物資の輸送能力が高
まりました．瀬戸内海は西回り航路の中心として発展
することになります．御手洗は西回り航路の拠点とし
て潮待ち・風待ちをする船が多く立ち寄り，中継貿易
港として栄えた港町です（図 6）．今でも，古い歴史的
な建物が多く残り，町を歩くとタイムスリップしたよ
うな情緒豊かな町並みが見られます．町の中心となる
常盤町通りには間口の狭い町屋が並び（図 7），京都に
似た風情です．御手洗は瀬戸内海航路のほぼ中央に位
置し，周辺の潮の流れも穏やかで船着場としても良港
となる特徴を有していたようです．
ところで，御手洗のある大崎下島は，以前は船でし

かアクセスできませんでしたが，今は安芸灘大橋（橋
長 1,175m），豊島大橋（橋長 903m）など大小七つの
橋から成る「安芸灘とびしま街道」が開通して気軽に
車でも行けるようになりました．大崎下島は瀬戸内海
の温暖な気候を利用したみかんの栽培も盛んで，御手
洗に隣接する大長エリアでは美しいみかんの段々畑を
見ることもできます．最近では一般的な冬みかんのほ
かにも，「でこぽん」，「はるみ」，「せとか」等々，いろ

いろな品種が栽培されていてみかん狩りも楽しむこと
ができます．

 6  軍港として発展した呉
最後に明治時代以後の近代化の様子を交えて，呉の
街を御紹介させて頂きます．本コラムの冒頭にも述べ
ましたが，呉は明治時代，海軍の鎮守府が置かれ軍港
として栄えました．当時，旧海軍条例によって日本近
海の海域は五つの海軍区に分割され，海軍区ごとに鎮
守府が設けられて統治が行われていました．呉は明治
22年，横須賀に次いで第 2海軍区の鎮守府として設定
されました．呉に鎮守府が置かれた理由としては，呉
は瀬戸内海の島々に守られた内海に面し，防御の点で
有利であったからと言われています．図 8 の写真は旧
呉鎮守府の庁舎で，今は海上自衛隊呉地方総監部第一
庁舎として使用されています．れんがと御影石を組み
合わせた趣のあるたたずまいです．ちなみに図 8の庁
舎は第 2代目で，初代呉鎮守府庁舎は明治 38年の明治
芸予地震で半壊し，建て直されたということです．
明治時代，呉の街には鎮守府が置かれたことに合わ
せて海軍兵学校や海軍工廠が置かれ，多くの人が集ま
りました．特に呉海軍工廠は，日清戦争の際に軍備品
の製造や艦艇の修理の役割を担い，その後，軍艦の建
造拠点として発展していくことになります．後に多く

図 6　港に面して静かにたたずむ御手洗

図 7　江戸時代の風情が残る町並み

図 8　旧海軍呉鎮守府庁舎
（現海上自衛隊呉地方総監部第一庁舎）

図 9　現在の呉港
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の艦艇が建造され，戦艦大和が建造された話は有名で
す．第 2次世界大戦の終戦をもって呉海軍工廠は閉じ
られますが，それまで工廠を支える人材を教育するた
めに，職工教習所や工員養成所が開校され，多くの優
秀な人材が集められたと聞きます．図 9の写真は現在
の呉港の写真ですが，クレーンが多く集まっている辺
りに戦艦大和が建造されたドックがあります．今はジャ
パンマリンユナイテッド株式会社の敷地となり，戦艦
大和のドックはもう使用されていないということです
が，周囲には新たなドックが造られ，大型タンカーが
次々に建造されています．また，呉港周辺はきれいに
整備され，戦艦大和の模型（図 10）が展示されている
呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）も近くにあ
ります．呉の近代化の歴史を振り返りながら，当時の
様子を垣間見ることができるスポットとなっています．

 7  おわりに
時代を遡りながら呉の街を紹介させて頂きました．

紙面の制約から今回紹介は省略させて頂いたのですが，
海との関わり合いで言うと，私の勤務先となる海上保
安大学校も挙げさせて頂くことができるのではないか
と思います．海上保安庁は第二次世界大戦後，魚雷等
の危険が潜む日本の海の安全を取り戻すために発足し
ましたが，発足直後の昭和 26年に海上保安大学校も設
立し，その翌年に呉へ移転しました．これまで御紹介
させて頂いた海との関係を考えますと，何か呉に引き
付けるものがあったのではないと推測してしまいます．
呉を既に御存じの方も，そうでない方も，呉を知って
頂く，または再認識して頂くきっかけになりましたら
幸いです．

謝辞　本コラムに記載の情報や写真の撮影にあたり
ましては，長門の造船歴史館・柳井敏弘様をはじめ，
海上自衛隊呉地方総監部，呉市海事歴史科学館，呉市
豊町観光協会の皆様に大変お世話になりました．この
場をお借りして厚く御礼申し上げます．

山中仁昭 （正員）
平11阪大・工・通信卒．平14同
大学院工学研究科博士前期課程了．
平22同博士後期課程了．博士（工
学）．平14から広島国際大・社会
環境科学（後に工学部）・助手，助
教，講師．平27海上保安大・海事
工学講座・准教授．広島県生まれ．
広島が好きで大学卒業とともに広島
に戻り，呉に住んで16年目．小型船舶免許の取得に向け勉強中．

図 10　戦艦大和の 1/10 の模型

宮島
呉市街 灰ヶ峰

江田島

呉港

音戸の瀬戸

桂浜

倉橋島

図 11　呉周辺地図（地図出典：国土地理院）

呉市街

音戸の瀬戸

御手洗

とびしま海道

図 12　呉周辺地図 2（地図出典：国土地理院）



技術と制度のおはなし Technology and Regulation解 説

はじめに1
IP（Internet Protocol）に関する技術の進展は著し

く，ネットワーク設備の高度化や汎用化が急速に進んで
いる．放送分野においても国内外で，番組制作現場にお
けるスタジオ内やスタジオ間の番組伝送や，地上放送の
次世代放送規格の多重化方式等，IP をベースにした方
式の採用等が始まっており，IP 化は世界的な潮流にな
りつつある．
IP 技術による放送が可能になることで，放送と通信

のサービスを同一の IPネットワークによりシームレス
に提供可能となる．また，汎用化した IP対応設備の利
用や，放送と通信の設備を共用すること等による低コス
ト化も見込まれている．
有線ネットワークを使用して放送サービスを提供す

る有線一般放送事業者（ケーブルテレビ事業者等）にお
いて IP技術による放送のニーズが高まってきたことか
ら，IP ベースの映像配信のうち，放送法上の「放送」
に該当する「IP 放送」について整理するとともに，放
送としての品質を確保するため，IP 放送に求める基準
を明確化したので，本稿にて紹介する．

ケーブルテレビの概要2
2.1　業界の概況
ケーブルテレビ事業者等は，ケーブルテレビ事業のほ

か，電気通信サービスへの展開を図り，インターネット
接続サービス，固定電話サービスに加え，地域 BWA
（Broadband Wireless Access）サービス，MVNO（Mobile 
Virtual Network Operator）サービスといった移動通
信サービスを提供するなど，時代の変化に対応しながら
地域の総合的な情報通信メディアとして成長を遂げてい
る．
ケーブルテレビの加入世帯数も年々増加しており，

2018 年 3月末時点で，有線電気通信設備を用いて自主

放送を行う登録一般放送事業者 504 事業者によって
サービスを受ける加入世帯数は約 3,022 万世帯（2018
年 3月末）となり，世帯普及率は約 52.6%となるまで
に成長している．

2.2　ケーブルテレビ事業者のネットワーク
ケーブルテレビ事業の持続的な成長を支えているの
が，局舎設備から各家庭まで張り巡らされた有線の回線
（ネットワーク）である．電波を利用して一方向で送信
する地上放送等と異なり，ケーブルテレビでは有線の
ネットワークを活用して双方向性を有したサービスを提
供することが可能となっている．
ケーブルテレビ事業者の有線のネットワークには，大
別して，①局舎設備から光ノードまで光ファイバで伝送
し，光ノードから加入者宅まで同軸ケーブルで伝送する
HFC（Hybrid Fiber and Coaxial）と②局舎設備から
加入者宅の光回線終端装置（V-ONU）まで全て光ファ
イバで伝送する FTTH（Fiber To The Home）がある
（図 1）．
放送サービスの高度化や通信トラヒックの増大を踏
まえ，ケーブルテレビ事業者等は多様なサービスを円滑
に提供するため，FTTH化やケーブルの帯域拡張等，
ネットワークの高度化に取り組んでいる．ネットワーク
の光化には多額の投資を必要とすることから，各ケーブ
ルテレビ事業者等においては段階的に光化を進めてお
り，FTTHとHFCの両方式を併用している事業者も多
い．

2.3　 ケーブルテレビの伝送技術（RF方式：Radio 
Frequency）

現在，地上放送はUHF （Ultra High Frequency）帯
の 470～710MHz を，BS，CS の地上へのダウンリン
クはマイクロ波（SHF：Super High Frequency）帯の
11.7～12.75GHz の電波を用いて行われており，ケー
ブルテレビ事業者等がこれを搬送する際には，自らの

4K・8K時代に向けた
ケーブルテレビの映像配信
（IP放送の制度化） 総務省情報流通行政局　

安澤　徹  Toru Anzawa
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ネットワークにより伝送が可能な帯域に合わせて伝送方
式を選択している．
ケーブルテレビの再放送の伝送方式には，受信した放

送信号をそのままケーブルで再送信するパススルー伝送
方式と，受信した放送信号を再変調してケーブルで再送

信するトランスモジュレーション方式（以下，トラモジ
方式という．）があり，有線一般放送の品質に関する技
術基準を定める省令（平成 23年総務省令第 95号．以
下，「品質省令」という．）に，それぞれ技術基準が規定
されている．

タップオフ
信号の取り出し口

アンプ（中継増幅器）
弱くなったRF信号を
元の強さまで増幅

光ノード
光信号を

RF信号に変換

光伝送装置
RF※信号を
光信号に変換

ヘッドエンド
電磁波を増幅し，調整し，
変換し，切替え又は混合
して線路に送出する装置

アンテナ（空中線）
地上放送，衛星放送等
の空中波を受信

ケーブルテレビ局

ケーブルテレビ局

映像配信
プラットフォーム

事業者

放送事業者

（HFC）

（FTTH） 光ケーブル

光ケーブル 同軸ケーブル

受信用光伝送装置（V-ONU※※）
光信号を電気信号に
変換する装置

クロージャ
光信号の引込口

受像機
セットトップ
ボックス

HFC： Hybrid Fiber Coaxial
FTTH： Fiber To The Home

※RF: Radio Frequency ※※V-ONU: Video-Optical Network Unit

保安装置
雷，強電流から
の装置保護

図1　ケーブルテレビのネットワークの概要

ダウン
コンバータ

ダウン
コンバータ

パススルー伝送方式 トランスモジュレーション方式

ケーブルテレビ

地上波　　BS・CS BS・CS

事業者 受信した放送信号をそのままケーブルで再送信

受信した放送信号を
再変調してケーブルで再送信

視聴者

STB

中間周波数
（1.0～3.2GHz）中間周波数

（1.0～3.2GHz）

ダウンリンク（12GHz帯）
ダウンリンク（12GHz帯）

ケーブルテレビ
事業者

視聴者

パススルー伝送方式 トランスモジュレーション（トラモジ）方式

周波数

地上波【6MHz/チャンネル】：
UHF（470～710MHz）

衛星放送【34.5MHz/チャンネル】(FTTHのみ)：
BS/CS 110°右旋中間周波数（1.0～2.1GHz）

左旋中間周波数（2.2～3.2GHz）

衛星放送，自主放送：
VHF/UHF（90～770MHz）

※地上波は，通常パススルー伝送方式で伝送

S T B 不要（テレビのみで視聴可能） 必要

４Ｋ・８Ｋ
右旋２チャンネル

左旋８チャンネル

6MHz毎
全体で113チャンネル

衛星放送（1.0～3.2GHz）

いずれの場合も，新4K8K衛星放送の視聴には，対応のチューナ又はSTBが必要

 UHF
(470～
 710MHz) QAM

変調器等

図2　ケーブルテレビの再放送方式の概要

解説　4K・8K時代に向けたケーブルテレビの映像配信（IP放送の制度化） 73
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地上放送は，HFC，FTTHのいずれの場合も再変調
することなくケーブルテレビのネットワークで伝送する
ことが可能なため，通常，パススルー伝送方式によって
伝送されている．
BS，CSは，放送波をアンテナで受信後，直ちに中間

周波数（1.0～3.2GHz）に変換されるが，FTTHでは，
ケーブルテレビ局舎から加入者宅まで当該中間周波数に
よる搬送ができるため，パススルー伝送方式による伝送
が可能である．この場合，受信者においてはセットトッ
プボックス（STB：Set Top Box）を設置することなく
放送番組を視聴することができる．
一方，HFCでは，BSの中間周波数を再変調（QAM

変調）し，ケーブルの 90～770MHzまでの周波数帯を
利用して搬送するトラモジ方式によって伝送されてい
る．トラモジ方式では，通常，受信者が放送を視聴する
ためには STBが必要となる（図 2）．

2.4　 ケーブルテレビネットワークにおけるインター
ネット接続サービス

ケーブルテレビ事業者等は，加入者にインターネット
接続サービスも提供していることが多く（2018 年 3月
末時点，登録一般放送事業者 504 者中 334 者），その
場合は放送と通信を同軸ケーブル，光ファイバ等で搬送
することとなる．ケーブルテレビ事業者等が提供するイ
ンターネット接続サービスの方式は，主に FTTHアク
セスサービス（表１）とCATVアクセスサービス（表
２）のいずれかの方式で固定ブロードバンドのインター
ネット接続サービスを提供している．

ケーブルテレビを取り巻く環境の変化3
３.1　放送の高度化（4K・8K技術の普及）
映像技術の革新により，臨場感や立体感のある映像を

楽しむことが可能となる 4K・8Kの技術が実用化して
いる．ケーブルテレビ分野においても，ケーブルテレビ
事業者等は，4K放送を推進しており，2015年 11月に
IP マルチキャスト方式による 4K実用放送である「ひ
かりTV 4K」が開始された．業界全体では 2015 年 12

月から全国統一編成による 4K実用放送である「ケーブ
ル 4K」が開始され，2018 年 11 月時点で，81社が放
送している．更に衛星放送では 2015 年 3 月に
CS124/128 において 4K 実用放送が開始しており，
2018 年 12 月 1 日には BS，CS110 において 4K・8K
の実用放送である「新 4K8K 衛星放送」が開始され，
ケーブルテレビ事業者等においても再放送が行われつつ
ある．
4K・8K等の超高精細な番組の伝送には，BS，CS110

では，1番組当り約33Mbit/s（4K）または約100Mbit/s
（8K）のビットレートが必要であり，ケーブルテレビ事
業者等において，複数の 4K・8Kの放送番組を再放送
するには，多くの伝送容量が必要である．

3.2　 動画配信サービスをはじめとしたOTTサービス
の進展

近年，インターネットサービスプロバイダ（ISP）や
通信事業者以外の事業者において，インターネットを
使って利用者に動画像等のコンテンツを提供する，
Netflix，Hulu，Amazon Prime Video などのいわゆる
OTT（Over The Top）サービスが普及しつつある．
放送事業者においても，制作・放送した番組の見逃し
配信やVOD（Video On Demand）等において動画像
配信サービスに取り組んでおり，こうした動画像配信
サービスにおいても，4Kなどの映像の高画質化が進ん
できている．

3.3　固定ブロードバンドにおけるトラヒック増加
動画像配信サービスの普及に伴い，ブロードバンド上
を流れる動画像コンテンツの大容量化が進んでいる．利
用者側においても，視聴デバイスであるスマートフォン
やタブレット端末における移動通信の通信量を節約する
ために無線から有線へのオフロードを進めている場合が
あることなどを背景に，固定ブロードバンドにおけるイ
ンターネットトラヒックは年々増大し続けている．
2018年 5月における我が国の固定ブロードバンド契
約者の総ダウンロードトラヒックは推定で約12.5Tbit/s
で，前年同月比で約29.7％増となっている．

表１　FTTHアクセスサービス（PON）
PON：Passive Optical Network

・ 各家庭まで敷設した光ファイバにより提供される数十
M～10Gbit/s 程度のインターネット接続サービス
・ サービスの提供には，契約者の受信用光伝送装置
（ONU：Optical Network Unit）までの光化を行う必要
がある．（ただし，集合住宅の場合は，棟内共用スペー
スまで光化され，そこから各戸までは銅線で VDSL に
よりサービスが提供されている場合がある．）

表２　CATVアクセスサービス（DOCSIS）
DOCSIS : Data Over Cable Service Interface Specifications

・ ケーブルテレビの有線ネットワークにより，90～
770MHz の帯域の一部を利用して，放送の帯域に準じ
て 6MHz ごとに固定的に周波数を割当て提供される下
り 40～320Mbit/s 程度（DOCSIS3.0 仕様の場合）の
インターネット接続サービス．

・ 本サービスは，HFC等の伝送路によって提供可能であ
る．
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IP 放送に関する検討4
総務省においては，放送をめぐる諸課題に関する検討

会 ・地域における情報流通の確保等に関する分科会報
告書「ケーブルビジョン 2020＋ ～地域とともに未来を
拓く宝箱～」（2017 年 5月）において，2018 年 12 月
に新 4K8K衛星放送が開始され，その再放送が IP放送
で行われるようになると，IP 放送の品質確保に必要な
伝送容量がひっ迫する事態が生じることも懸念されるた
め，IP 放送の品質を確保するために必要な技術基準の
在り方の検討を行うことが適当とされたことを受け，
2017 年 11月から，「4K・8K時代に向けたケーブルテ
レビの映像配信の在り方に関する研究会」を開催し，
ケーブルテレビ事業者等が IPネットワークを利用して
有線一般放送サービスを行うにあたっての，放送の IP
化の課題，IP 放送における品質確保の在り方等につい
て，検討を行った．

4.1　IP放送の定義
IP ネットワークを利用した映像配信サービスは，一

般に IPTVやインターネットTVなどと呼ばれるが，放
送法における「放送」に該当する場合（ケーブルテレビ
事業者等による IP マルチキャスト方式を用いたもの）
と，該当しない場合（VODなどの通信サービス）があ
る．放送とは，「公衆によって直接受信されることを目

的とする電気通信の送信」と定義されている．「公衆」
とは，不特定多数の者を言い，特定の者を対象とするも
のは，放送ではない．ケーブルテレビ事業者等による
IP マルチキャスト方式について，ケーブルテレビ事業
者等（送信者）の主観においては，通常，契約を結ぶ者
（受信者）に広く送信する意図があり，特定の者を通信
の相手方とする意図は見受けられない．また，こうした
送信者の意図が客観的にも認められるかについて，IP
マルチキャスト方式による通信は，送信者は宛先として
通信の相手方が特定されないマルチキャストアドレスを
指定しており，また，契約者である受信者は希望（選
局）すれば当該アドレスへの通信を受信できるようにな
るなど，不特定多数への通信であることを否定し得る要
素は見当たらない（図 3）．
したがって，「ケーブルテレビ事業者等による IPマル
チキャスト方式による通信」については，「公衆」の概
念に適合するものと整理するのが適当とし，放送の定義
に含まれると考えられる．

4.2　管理された IPネットワーク
IP ネットワークを利用して放送サービスを提供する
にあたっては，一般に放送と通信のトラヒックが同じ伝
送路を共用しているため，放送と通信のトラヒックが相
互に影響を及ぼし合う可能性がある．近年の通信トラ
ヒックの急激な増大や，4K・8K等の大容量放送番組の

IP放送の仕組み

インターネットTV及び
IPTVのうちノンリニアサービス

※マルチキャスト方式

※ユニキャスト方式

ルータ
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１ｃｈ
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図3　IP放送とインターネット映像配信の違い
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再放送や通信トラヒックの増大という環境の中で，安定
的に放送サービスを提供するため一定の基準を設けるこ
とが必要となる．
一般にインターネット（いわゆるオープン・ネット

ワーク）における伝送は，複数の ISP に属する IPネッ
トワークを経由しており，通常，これらの IP ネット
ワーク全体の伝送品質等を維持，管理等することは困難
であるが，特定の区間においては，特定の者が，IPネッ
トワークの伝送品質等を維持，管理等することは可能で
ある．このような IPネットワークは管理された IPネッ
トワークと呼ばれている．なお，複数の事業者等に属す
る IPネットワークにより管理された IPネットワークが
構成されている場合には，ケーブルテレビ事業者等は，
約款，契約等によりほかの事業者の IPネットワークの
伝送品質等を維持，管理等できることが必要である（図
4）．

4.1，4.2を踏まえ，「4K・8K時代に向けたケーブ
ルテレビの映像配信の在り方に関する研究会」では，
ケーブルテレビ事業者等により，ヘッドエンドから受信
者端子までの区間において，管理された IPネットワー
クを利用した，IPマルチキャスト方式による通信であっ
て，放送法における放送に該当するものを IP放送と定
義することが適当とし，IP ネットワークの安定的な伝
送のための措置，伝送品質，伝送帯域等について技術的
条件を検討することが適当と報告している（図 5）．

IP 放送の技術基準の制度化5
上述の「4K・8K時代に向けたケーブルテレビの映像
配信の在り方に関する研究会」における考え方に基づ
き，情報通信審議会放送システム委員会において IP放
送に関する技術的条件が検討され，これを踏まえた関係
規定の整備について 2018 年 12 月 14 日の電波監理審

受信した放送信号を
IPネットワークで再送信

自主放送
【自主制作，
　多チャンネル】

視聴者

ルータ STB

○管理されたＩＰネットワーク
ケーブルテレビ事業者等により，伝送品質等の維持，
管理等が可能IPネットワーク

○STB
必要(テレビに機能内蔵の場合有)

ダウン
コンバータ

ケーブルテレビ事業者
(ヘッドエンド)

地上波　　　ＢＳ・CＳ

中間周波数
（1.0～3.2GHz）

ダウンリンク（12GHz帯）

IPパケット化

UHF
(470～
 710MHz)

図4　ケーブルテレビ事業者による IPネットワーク伝送のイメージ

リニアサービス
（サービス提供者が送信のタイミングを決定するもの） ノンリニアサービス

（受信者が送信のタイミングを決定するもの）
※ ＶＯＤサービスやダウンロードサービス 等放送の同時再放送

（地上/衛星放送の再放送）
自主放送（多チャンネル等）

（地上/衛星放送の再放送以外）

マネージド
ネットワーク

（ケーブルテレビ事業者等が
管理可能なネットワークで

サービスが提供されるもの）

オープン
ネットワーク

（インターネットを通じて
サービスが提供されるもの）

auひかり
ひかりTV（衛星放送）

ケーブル４Ｋ

ひかりTV（ビデオサービス）

ひかりTV（地上放送）

全国

地域限定

ひかりTV（多ch，自主放送ch）

Youtube

ニコニコ動画

Abema TV

DAZN
NHKワールドTV Netflix

TVerauビデオパス
milplus

Amazon プライムビデオ

ひかりTV どこでも 

※ ＩＰマルチキャスト方式によるもの

IPTV

IP放送

インターネットTV

図5　「IP放送」の対象範囲
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議会で答申され IP放送に関する技術基準が施行された．
IP 放送に関する技術的条件の概要を次のとおり記す

（品質省令での規定のイメージは図 6参照）．
「ヘッドエンドへの入力信号」や「画像の圧縮方式」
等の伝送路以外の部分については，基本的に，従来の
ケーブルテレビ（デジタル有線テレビジョン放送方式に
よる有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備）と同
等の条件とするほか，伝送路部分についても，従来の
ケーブルテレビ方式と同等の品質を確保する観点から実
証実験等の結果を踏まえつつ，遅延や優先制御など品質
を確保するために必要な最小限のものとしており，IP
技術の柔軟性を損なわないよう配慮している．
なお，受信者の宅内ネットワークについては，IP マ

ルチキャスト方式における宅内の伝送路の構成は，RF
方式より複雑になっており，ONU，ルータ，STBなど
様々なネットワーク機器により構成されていることか
ら，状況変化に柔軟に対応できるよう，民間規格等で対
応することが適当としており，また，IP 伝送により緊
急地震速報等を含む再放送等を行う場合，緊急地震速報
等については，その性質から特に迅速な提供が可能な方
式により行うことができるよう，民間規格等において，
十分に短い時間で伝送できるよう配慮することが適当と
していることから，技術基準では規定していない．

5.1　パケットの IPアドレス等
IP 伝送による放送番組の伝送に際して利用される IP
パケットに宛先として付与される IPアドレスは，マル
チキャストアドレスとし，IETF RFCに定める構成に準
拠する．（IPv4 の場合はRFC 5771（IANA Guidelines 
for IPv4 Multicast Address Assignments），IPv6の場合
は RFC 4291（IP Version 6 Addressing Architecture）
等に定められている．）

5.2　総合品質
受信者端子におけるパケットの損失率は 1× 10-7 以
下とする．なお，パケットの損失率は，受信設備による
上位層の前方誤り訂正（AL-FEC：Application Layer 
Forward Error Correction）により改善が可能である
から，AL-FECを使用する場合は，当該前方誤り訂正後
の損失率とする．

5.3　ネットワーク品質
IP 伝送におけるネットワーク品質は，ヘッドエンド
から受信者端子までの間において，以下の（a）及び（b）
を満たすこととする．
（a） パケットの遅延は，1.0s 以下
（b） パケットのジッタ（到達時間の揺らぎ）は，

100ms以下

受信者宅ヘッドエンド

入力信号
O L T

アンテナ等

O N U S T B

受像機ヘッドエンド入力 受信者端子

受信者宅ヘッドエンド

入力信号
ル ー タ O L T

アンテナ等

O N U ル ー タ I P -
S T B 等

受像機ヘッドエンド入力
I P 放 送

送 出 装 置 等

受信者端子

ル ー タ

収容局

伝送路 伝送路

伝送路

○ デジタル有線テレビジョン放送方式（品質省令第2章第2節）（FTTHの場合）

使用する周波数【１０条】

搬送波等の条件
（変調方式・情報源
符号化等）【１１条】

○ ＩＰ放送方式（品質省令第2章に第5節を追加）

搬送波等の条件（許容偏差，
搬送波レベル，搬送波と

雑音のレベル比等）【１２条】

入力信号の条件【９条】

Q A M
変 調 器 等

入力端子 出力端子

ＩＰアドレス【２１条】

ＩＰマルチキャストアドレス

安定品質【２５条１項】

放送に係るＩＰパケットを優先的に伝送
ｏｒ

放送に係るＩＰパケットのみを伝送する帯域を確保

総合品質【２３条】

パケット損失率：１０－７以下
（ＦＥＣ等を用いる場合は誤り訂正後）

ネットワーク品質【２４条】

遅延：１秒以下
ジッタ：１００ミリ秒以下

安定品質【２５条２項】

中継系：
事業者が送出する全チャンネル分の伝送容量

アクセス系：

受信者に提供しようとするサービス（番組数等）に
応じた伝送容量※受信者端子以外の性能規定点における技術的条件，測

定方法，緊急地震速報等については，民間規格にて規定

入力信号の条件【２０条】

第９条（入力信号の条件）
を準用 伝送信号【２２条】

第１１条（伝送信号の技術的
条件：情報源符号化等）を準用，

ＩＰパケット化

※ わかりやすさ等の便宜上，正確な法令の定義・用語とは異なる可能性がある。

図6　IP放送の技術基準（品質省令での規定のイメージ）
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5.4　安定品質
IP 伝送における安定品質は，ヘッドエンドから受信

者端子までの間において，以下の（a）及び（b）を満たす
こととする．
（a）安定的な伝送のための措置
以下のいずれかの措置を講ずる．

①　 IP 伝送による放送番組の伝送に際して利用される
パケットを優先的に伝送するために必要な措置

②　 IP 伝送による放送番組の伝送に際して利用される
パケットのみを伝送する帯域を確保するために必要
な措置

（b）伝送帯域
ヘッドエンドから受信者設備までの間における以下

の区間においてそれぞれ十分な伝送帯域を有するものと
する．
①　 中継系伝送路設備においては，提供する全ての放送
番組を伝送するために必要な伝送帯域

②　 アクセス系伝送路設備においては，受信者端子にお
いて提供しようとする放送番組の全てを伝送するた
めに必要な伝送帯域

おわりに6
IP 放送の技術基準が明確化されることで，既存の有

線一般放送の伝送路が IP化されたり，新たに IP放送を
行う有線一般放送事業者の参入が促進される可能性が高
まってくる．IP 化により通信・放送サービスが柔軟に
提供され，高度な放送サービスや今後の情報化社会への
対応に寄与できることを期待したい．
なお，今後も，IP 技術の技術革新の進展が急速であ
ることを踏まえ，受信者のニーズやケーブルテレビ事業
者等の設備の更新等の必要に応じ，既存または新規の技
術を検討し，IP 放送として実現性の高い伝送方式やよ
り効率的な IP ネットワーク利用技術等の導入に向け，
適時に必要な制度の見直しをしていくことも重要であ
る．

安澤　徹
 2000 郵政省（現総務省）入省．以来，
電波政策，ICT 政策，放送政策等，情
報通信行政に従事．2017 総合通信基
盤局基幹・衛星移動通信課課長補佐，
ワイヤレスによる成長戦略を描く政策
ビジョン策定や電波システムの海外展
開等を担当．2018 から情報流通行政
局衛星・地域放送課にて，ケーブルテ
レビ等の有線一般放送の技術に関する
企画・立案等を担当．
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Tomoaki Ohtsuki

今日，産業界を含めた様々な分野で，ビッグデータや

人工知能（AI）が話題になっています．人工知能を

用いてビッグデータを分析することで，多種多様なデータ

間の関係を見つけ出し，より最適に近い解を提供できるよ

うになりました．そして，多くの応用例で，人間を凌駕す

る性能を示しています．アルファ碁が，世界トップレベル

のプロ棋士に勝利したことは，記憶に新しいと思います．

週刊誌では，「人工知能で消える職業一覧」という特集が組

まれています．2013 年に出版された英国オックスフォード

大学の A．Osborne 准教授らの論文，“The future of employ 

ment: How susceptible are jobs to computerisation?”では，

今後 10〜20 年程度で，米国の総雇用者の約 47% の仕事が

自動化されるリスクが高いと報告されています．

人工知能が近年再び注目されるようになったのには，様々

な要因があります．その大きな要因として，ビッグデータ

の収集が可能になったこと，それを処理する深層学習など

のアルゴリズムが進展したこと，アルゴリズムの実装に適

した GPU（Graphics Processing Unit）が高速かつ安価に

なったこと，などの技術的発展が挙げられます．言うまで

もなく，これら技術発展には，電子情報通信学会も大きく

貢献しています．

今日，産業界では，人工知能を活用するための知識や，

それを扱える人材が求められています．しかし，ビッグデ

ータや人工知能の急速な発展・普及に伴って，以前に比べ，

産業界と電子情報通信学会の結び付きが強くなったという

話は，残念ながら聞きません．それどころか，電子情報通

信学会では，長きにわたって企業会員数の減少が問題にな

っています．

また，電子情報通信学会は，2017 年に創立 100 周年を

迎えましたが，その際，企業の皆様から本会に対して多く

の指摘・注文がありました．詳しくは，1 年前の本マガジ

ンに掲載された漆谷平成 30 年度通信ソサイエティ会長の巻

末言を御覧頂きたいのですが，頂いた御指摘の要点は，現

在の電子情報通信学会は大学の研究と論文が中心となって

おり，多くの企業が期待する内容（技術トレンドや戦略の

把握）とは程遠く，競合あるいは異業種の企業との出会い

の場になっておらず，将来の大きな流れも示していないと

いう，厳しいものでした．必ずしも全てが御指摘とおりで

はないと思いますが，このような御意見を持たれている企

業の方々が複数いるという事実は重要です．我々の情報発

信に足らない点があることも，原因の一つと考えられます．

また，御指摘にあるように改善すべき点も多々あると思い

ます．

例えば，人工知能分野は，情報学だけでなく，脳科学，

物性科学，電子工学ほか，様々な学問分野にまたがっており，

学際的な取組みが重要です．また，技術分野からでなく，

エネルギー・水・環境・食料・持続可能性社会・社会基盤 ･

安全などの社会問題から見ても，特定分野のエンジニア（工

学者）だけでなく，経済学，社会学，法学，公共政策学，

人文科学等，様々な分野の研究者の協力した取組みが必要

です．

このように，大きな社会変革が起こり，社会問題も複雑

かつ学際的な取組みが必要になっている今日，電子情報通

信学会も学際的な取組みを増やしていく必要があると考え

ます．

慶應義塾の創始者である福澤諭吉は，「学問のすゝめ」の

中で，「学問の道に於て，談話，演説の大切なるは既に明白

にして，今日これを実に行ふ者なきは何ぞや」と述べてい

ます．福澤は，「実学」に「サイヤンス」と振り仮名を振り

ました．福澤の言う「学問」とは，「学習」とは区別され，

また単なる実用の学ではない「実学（サイヤンス）」，すな

わち，「科学」であり，でき上がった知識を単に学ぶことで

はなく，問題を発見し，仮説を立てて検証し，結論を導い

ていくという，新しい知識の創造を指しています．そして，

「学問」には「談話」や「演説」が重要であると述べています．

更に福澤は，Society を「人間交際（じんかんこうさい）」

と訳しており，「学問」とは「人間交際」の発展に伴うべき

であるという確信があったと思われます．

電子情報通信学会が，「談話」や「演説」の場を提供しな

がら，「人間交際」，そして「学問」の発展に寄与できるよ

う努力していきたいと思います．

巻 末 言

Afterword
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小特集  教育と ICT

私の技術者歴  安田　豊

街plus 探訪： 風光明媚な坂の街　サンフランシスコ
子どもに教えたい通信のしくみ： 飛行機からインターネット接続ができ

るしくみ
通信と私： 光通信という言葉に魅せられて
若者よ，世界に出よう！： 在日外国人から見た自分の地元

 ……他，御期待下さい

編集委員長　岩井誠人

編集副委員長　吉村直子　平松勝彦

編集委員
有馬卓司 石橋圭介 井上和弘 大下裕一

鎌倉浩嗣 北尾光司郎 久保亮吾 後藤　薫 

小林亜樹 佐藤陽一 鈴木健治 瀧川道生

田久　修 中島昭範 橋本尚久 畑本浩伸

平野拓一 福元徳広 真鍋哲也 山口典史

山中仁昭 湯田泰明 

今月でマガジン編集委員会から卒業となりました．マガジ
ンでは自分の専門分野以外の幅広い記事・特集の編集に参
加させて頂き，少しは視野が広がったように思います．関
係者の皆様，これまでお世話になりました． （N.Y.）

編集委員として最後の担当でした．普段の業務では関わる
ことのなかった方々と知り合うことができ光栄でした．ま
た，マガジンでは自身の専門以外のことを扱うことが多く，
非常に勉強になりました．今後も一読者として楽しませて
頂きます． （S.T.）

本号は映像配信小特集ということで，動的な映像符号レー
ト制御に関する記事を担当しました．画質だけでなく（再
生停止等を含めた）QoEを最適化するという制御は興味深
いものと思います． （K.I.）

編集委員になり，初めて小特集を担当させて頂きました．こ
れまで記事を読む立場でしたが，今回の編集作業を通し，
編集側の見方を新たに知ることができました．これを踏まえ，
今後も微力ながら頑張っていきたいと思います． （A.N.）

49号の小特集チームリーダを担当し，企画案の作成やチー
ムメンバとの議論等，いろいろと学ぶことができました．
2019年 5月末に編集委員の任期を終えますが，今後の通
信ソサイエティマガジンの御発展を祈念致します． （H. H.）

編集委員1年目で，右も左も分からない状況で，余り編集
のお役に立てなかったと反省しています．今後は，より面
白く，分かりやすい特集，記事の企画・編集に少しでもお
役に立てるように頑張ります． （Y.O.）

符号化技術も伝送技術も研究開発が進み，とどまることを
知らないようだ．デバイスの集積化やAI の活用など，更な
る技術の進展が見込まれる．個人が 8K映像を自宅で編集
し，SNSに投稿したり，映像だけで健康診断できるような
時代が近く到来するのだろうか． （N.Y.）

困ったときにそ知らぬ顔して助けてくれる．そんな人はと
ても頼りになりますよね．今回も助けてもらいました．あ
りがとう !! （H.I.）

小特集の企画に参画させて頂きました．映像配信技術の最
新動向に関して，一人でも多くの読者の皆様にとって有益
な内容となっていることを願っております． （M.S.）



電気太郎（正員）
〈参考文献〉
（1）  h t t p : / / w ww . n t t w em . c o . j p /

knowledge/subaru/index.html 

写真を募集致します
マガジン編集委員会では，「通信がみえる一枚の写真」をテーマに写真（電子ファイル（jpeg）あるいはプリント），タイトル，
説明文（約 300字）を募集致します．詳細は，通信ソサイエティマガジンHP（http://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ieice/
photo.html）を御参照下さい．
送り先：
【郵　送】〒105-0011　東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内　電子情報通信学会　通信ソサイエティマガジン担当
【メール】b-plus@ieice.org までお送り下さい．

静止気象衛星「ひまわり」にちなんだ東京都清瀬市の
ひまわり通りを行くと，まるで巨大なサッカーボールが乗っ
たような高さ約 27mの塔が現れる．
これは気象衛星センターで，「極軌道気象衛星」からの

気象観測データを受信する通称「ノア塔」．巨大なサッカー
ボールに見えるのはアンテナを覆っているレドームで，中
に設置された直径 3.6mのパラボラフロントフィードアン
テナは，全天を追尾可能な X-Y マウント，最大駆動角速

度5.04deg/s，受信周波数：1,698～ 1,710MHz（Lバンド），
7,750 ～ 7,860MHz（Xバンド）の受信専用のもの．
これを用いてNOAA-18，19，20 号，Suomi NPP 及び

MetopA，B の六つの極軌道気象衛星から気象観測データ
を直接受信して，画像処理を行い，雲や海面水温の分布
などの情報を作成する．国内外の関係機関や事業者から
天気予報をはじめ，防災気象情報，気候変動の監視など
に幅広く活用されている．

49The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

巨大なサッカーボール？
鈴木健治（正員）

気象衛星センター　極軌道衛星受信アンテナ塔
（参考：http://www.data.jma.go.jp/mscweb/ja/general/polar.html）
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