
モバイルマルチメディア放送とは

2011年７月24日は，国の政策によ

り定められたアナログTV放送の終了予

定日です．アナログTV放送終了の意

義は切り口によりさまざまなとらえ方

がありますが，電波の周波数という有

限な天然資源の有効利用と，電波の

新しい利用によるさらなる高度情報通

信社会の実現の両立が挙げられていま

す．現在のTV放送に割り当てられて

いる周波数帯は，表に示すような用途

に変更される予定です．

モバイルマルチメディア放送＊１

（mm放送）は，このような新たな割り

当てとして定められる「携帯端末向け

デジタル放送」の周波数帯で開始され

る新たな放送です．

mm放送が実現するサービス

mm放送は，ワンセグ＊２とサーバ

型放送(1),＊３の一部の規格を融合さ

せるようなかたちで規格化が進められ

ています．つまり，mm放送はワンセ

グの次世代かつ高機能版としてとら

えることができます．これを踏まえ本

項ではmm放送の３つの特徴的なサー

ビスをワンセグとの対比をしながら紹

介します．

■蓄積型放送サービス

ワンセグを含む既存のTV放送では，

電波を受信できない場合全くサービス

を受けることができません．それに対

して，mm放送はワンセグと同様のリ

アルタイム型放送サービスのほかに，電

波の受信が可能なときにさまざまなコ

ンテンツを取得し，受信機内の記録

装置にあらかじめ蓄積させる蓄積型

放送＊４サービスの提供が予定されてい

ます．このため視聴者は電波の受信の

可否にかかわらず，蓄積されているコ

ンテンツによりサービスを利用したいと

きに利用することが可能となります．

またこのサービスでは，映像・音声の

ほかにさまざまなアプリケーションや各

種情報の提供が予定されており，コン

テンツのバリエーションの飛躍的な増

加が期待される点も，ワンセグとの大

きな違いになります．

■有料放送サービス

ワンセグでは技術的要件として有料

放送が規定されていないため，無料放

送しか行うことができません．一方

mm放送においてはコンテンツ保護技

術の導入が検討され，視聴や利用の対

価として費用を回収する規定の検討が

なされているため有料放送の実施が可

能となります．このように，料金の支

払いの対価として専用のコンテンツや

プレミアムコンテンツ等の質の高いコ

ンテンツの利用（視聴）が可能となる

点は，ワンセグとは異なるメディアと

して大きな意義があります．

■通信連携サービス

ワンセグにおける通信機能の利用は

限定的な範囲にとどまっています．一

方mm放送の受信機は，携帯電話等，

通信機能を具備する受信機を想定し

て規格化が進められているため，通信

との連携が非常に強化されます．これ

により，ネットワーク経由で提供され
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IPTV技術のモバイルマルチメディア
放送への展開

モバイルマルチメディア放送 ISDB-Tmm 携帯向けデジタル放送

＊1 モバイルマルチメディア放送：2009年8月
現在，ISDB-Tmm方式，ISDB-Tsb方式，
MediaFLO方式の検討が行われていますが，
本稿では特に記載のない限り，ISDB-Tmm
方式のことを指します．

＊2 ワンセグ：地上デジタル放送推進協会に
よって決定された技術的呼称である“１セ
グメント放送”の名称．

＊3 サーバ型放送：家庭のハードディスクレ
コーダ等の蓄積装置を放送に利用する放送
方式．

＊4 蓄積型放送：放送事業者により暗号化が成
されたまま，受信機にコンテンツの蓄積が
成される放送形態．私的利用を目的とした，
いわゆる「録画」とは異なります．

モバイルマルチメディア放送は，地上アナログ放送終了後の電波の跡地で
開始が予定されている携帯端末向けの新しい放送です．NTTは，IPTVサー
ビスの商用システム開発で培った技術をモバイルマルチメディア放送に適用
すべく，検討を進めています．本稿では，モバイルマルチメディア放送に
対するNTTの取り組みを解説します．
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るコンテンツとの連携を意識した番組

の制作や，通信を利用することによる

視聴者ごとに特化した番組のレコメン

ド機能，通信によって実現される柔軟

で利便性の高い有料放送のライセンス

発行機能，放送での受信と蓄積が完

了しなかったコンテンツの通信による

補完等，通信の積極的な利用により

実現できるサービスが可能となります．

mm放送を構成する技術

mm放送は，図１のように既存のデ

ジタルTV放送で用いられているプロト

コルスタックに加え，IPスタックが並

列する構成となることが検討されてい

ます．このため，IPスタックの上に位

置する蓄積型放送サービスは，多くの

IP技術を利用して実現されるとともに，

mm放送の通信との親和性向上という

効果もあります．

このように蓄積型放送サービスをは

じめとするmm放送の特徴的なサービ

スは，IP技術により実現されることが

想定されるため，NTTではIPTVサー

ビスで培われた技術を適用できると考

えています．本項では特徴的な技術を

紹介します．

■コンテンツ保護技術

コンテンツ配信ビジネスを行うため

には品質の高いコンテンツを取り扱う

ことが多く，コンテンツ保有者の権利

と利益を確保することが求められます．

この要件を技術的に実現する技術が，

コンテンツ保護技術です．

mm放送ではリアルタイム型放送

サービスと蓄積型放送サービスとい

う異なる２つの放送サービスの提供

が予定されており，前者に対しては

限定受信システム（CAS: Conditional

Access Systems ），後者に対しては

限定再生技術の適用が検討されてい

ます．

（1） リアルタイム型放送サービスの

コンテンツ保護技術

CASは放送の分野で開発された技術

で，２つの大きな役割があります．１

つは視聴契約に基づき，個々の受信機

の機能を制御する役割で，もう１つは

視聴契約に基づき契約しているチャン

ネルを限定的に視聴できるように復号

図１　mm放送用スタック（想定） 

蓄積型放送を行う 
ために追加が検討 
されているスタック 

ULE（Unidirectional Lightweight Encapsulation） 
MPEG-2 TS上で，IPを使用する 
（IP over MPEG-2 TS）ために， 
必要なカプセル化技術． 
本スタックより上位では， 
IP技術の利用が可能となる 

既存のデジタルTV放送と同等のスタック 

出典：総務省 情報通信審議会 資料より作成 

蓄積型 
放送サービス用 

リアルタイム型 
放送サービス用 

UDP/IP/ROHC

ULE

MPEG-2 TS

物理層 
（ARIB STD-B31/B29準拠） 

PES形式 
セッション 
形式 

（DSM-CC） 

FLUTE/AL FEC

表　VHF帯・UHF帯の用途

帯域名 現行のチャンネル

VHF

VHF-L

VHF-H

UHF

現行の周波数割当て 新たな周波数割当て 新たな用途

１～３チャンネル

４～12チャンネル

13～62チャンネル

90～108 MHz

170～222 MHz

470～770 MHz

90～108 MHz

170～205 MHz

205～222 MHz

（202.5～207.5 MHz）

470～710 MHz
（13～52チャンネル）

携帯端末向けデジタル
放送（全国放送）

与干渉制限（５MHz）

地上デジタル放送

710～715 MHz

715～725 MHz

730～770 MHz

725～730 MHz

携帯端末向けデジタル
放送（地域放送）

災害対策用
（自営）無線

ガードバンド

高度道路交通
システム（ITS）

携帯電話

ガードバンド

出典：総務省情報通信審議会資料より作成



する役割です．

前者は，放送局が受信機ごとに契

約状態の変化があった場合に，EMM

（ Entitlement Management Mes-

sage）という情報を送出することで機

能します．EMMは放送局が送出する

ことを前提としていますが，特定の受

信機に対して送出されるため，mm放

送ではこれを通信に置き換えて同様に

機能させることも検討されています．

後者は全受信機に対して，ECM

（Entitlement Control Message）とい

う情報をCASにより保護したい映像と

同期させて送出することで機能します．

放送では非常に多くの受信機に対し

て契約状況に基づき視聴が可能となる

ように制御する必要があります．これ

を実現するために，保護したいコンテ

ンツを送出する際には，定期的に変更

されるスクランブル鍵を用いて，チャ

ンネル単位でコンテンツに暗号化を行

い，ECMにそれを復号するスクランブ

ル鍵を暗号化して送出することで実現

しています．

IPTVでのマルチキャストサービスに

おいても同様の技術が用いられていま

すが，mm放送では携帯端末が受信機

となることが想定されているため，携

帯端末に向けた実装上の工夫が必要に

なると考えられます．

（2） 蓄積型放送サービスのコンテン

ツ保護技術

蓄積型放送サービスのコンテンツ保

護方式は，サーバ型放送における限定

再生方式の踏襲による実現が検討され

ています．これは放送にて受信し暗号

化されたコンテンツをそのままの状態

で蓄積し，コンテンツを利用（視聴）

する際に別途取得したコンテンツ復号

鍵を用いて復号し，当該コンテンツを

利用可能な状態にする方式です．

mm放送ではコンテンツ復号鍵の取

得は，受信機が具備している通信機能

を利用することにより実現するため，

柔軟で使い勝手の良いサービスになる

ことが期待できます．

この機能はIPTVにおいてもVOD

（Video On Demand）のコンテンツ

の利用条件に基づく視聴時のコンテン

ツ復号鍵の取得機能としてすでに実現

されています．しかしmm放送ではコ

ンテンツの利用可能期間や利用回数の

ほかに，携帯電話で利用されているメ

モリカードへの転送やコピーの制御な

ど，さらなる柔軟性を考慮した利用条

件の設定なども必要になってくると考

えられます．

■メタデータ技術

mm放送では，動画，音声，画像

に加え，アプリケーション，情報ファ

イル，クーポンなど多種多様なコンテ

ンツの取り扱いが予定されています．

また，ストリーミングでリアルタイムに

提供されるコンテンツと蓄積型放送

サービスにより蓄積されたコンテンツ

とを同じ画面上の操作で簡単に閲覧す

るなど高度な視聴スタイルの実現が想

定されています．さらに，ジャンルや

キーワード等を指定したシームレスな

コンテンツ検索も必要になってきます．

これらの要件を実現するにあたり，重要

な役割を担うのがメタデータ技術です．

NTTは，IP放送（IPマルチキャス

ト放送）およびVOD，カラオケなど

大量のコンテンツを効率的かつ柔軟に

管理・検索し，詳細かつリッチなコン

テンツ情報の提供を可能とする手段と

して，メタデータ技術を用いたシステ

ムの開発を行ってきました．

mm放送におけるメタデータはXML

（ eXtensible Markup Language）

で記述され，ARIB STD-B38 および

IPTVフォーラム(2)で規定されている標

準仕様を基にスキーマを設計すること

が検討されています．例えばコンテンツ

のタイトル，概要文，ジャンルなどを

表す「コンテンツ記述メタデータ」，コ

ンテンツの配信時間，チャンネルなど

を表す「インスタンス記述メタデータ」，

コンテンツ（動画・音声）のシーン情

報を表す「セグメント記述メタデー

タ」，商品の価格や販売パターンを表

す「購入情報メタデータ」，ライセンス

のタイプや利用条件を表す「ライセン

ス参照情報メタデータ」があります．

また， ECG（ Electronic Con-

tents Guide）やEPG（Electronic

Program Guide）はコンテンツ記述

メタデータを参照することで生成でき，

コンテンツの蓄積予約はインスタンス

記述メタデータを参照することで実現

できます．ほかにも，購入情報メタデー

タ並びにライセンス参照情報メタデー

タを用いることで，購入や解約処理，

および視聴可否判定を実現できます

（図２）．

さらにメタデータとして，TV -

Anyt ime  Forum(3)で規定されている

利用者の視聴嗜好や視聴履歴を表す

「コンシューマメタデータ（UserPref-

erences, UsageHistory, UserIn-

formation, UsageEnvironment）」

を用いることで，利用者の嗜好や履歴

を用いたレコメンドやターゲティングな

ど，ユーザ志向のサービスを提供する

ことが可能となります．また，利用者

の嗜好や履歴を基に，端末に蓄積する

コンテンツをフィルタリングしたり，蓄

積されたコンテンツを選択的に消去し

たりすることが可能となります．mm

放送では多数のコンテンツが提供され

るため，これらの機能は重要になりま

す．ほかにもコンシューマメタデータを

集計し，コンテンツ制作・提供の方針

決定，配信スケジュールおよび後述す

る放送補完スケジュールの優先順位の

IPTV技術の最新動向
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決定に利用することも可能となります．

■高信頼配信技術

mm放送の大きな特徴である蓄積型

放送は映像や音声のほかに，携帯電話

上で動作するさまざまなデータやプロ

グラムもコンテンツとして送出されるこ

とが計画されています．これらのコン

テンツはその特性上受信機での利用に

際し１bitでもデータの誤りを許容でき

ないため，伝送上の大きな技術的課題

となります．そこでmm放送では，受

信機が放送波を受信し蓄積したデータ

から欠損や誤りの検出を行い，正常に

受信できていない部分のデータを通信

手段により補完する放送補完という機

能が検討されています（図３）．

しかし，このような通信機能を放送

システムの一部として運用するために

は，サーバやネットワークの負荷を考

慮した適切な制御を行い，サービスの

信頼性の低下を防ぐ必要があります．

高信頼配信技術は，これらの問題を

解決するためのスケジュール生成技術

で，携帯電話の特性を考慮した３つの

特徴を有しています．

（1） 携帯電話の圏外時の対応

携帯電話は移動体通信装置である

ため，状況により通信ができない事象

が発生します．このためサーバやネッ

トワークの負荷を分散させることを目

的とした単純な通信時刻の割当てで

は，その時刻に何らかの都合で通信が

できなかった場合，放送補完が実施で

きない事象が発生します．この問題を

図２　mm放送におけるメタデータ利用の概要 

コンテンツA 
概要文… 
 
ジャンル：A 
出演：＊＊ 
 
配信期間：4/1～12/31 
価格：300円/24時間 

<ProgramInformationTable> 
　<ProgramInformation programId=“crid://aaa”> 
　　<BasicDescription> 
　　　<Title>コンテンツA</Title> 
　　　<Synopsis>概要文…</Synopsis> 
　　　<Genre href=“GenreCS:A”/> 
　　　… 
　　　<PurchaseList> 
　　　　<PurchasedIdRef>00A</PurchaseIdRef> 
　　　</PurchaseList> 
　　</BasicDescription> 
　</ProgramInformation> 
</ProgramInformationTable>

<PurchaseInformationTable> 
　<PurchaseInformation  
purchaseId=“00A” start=“” end=“”> 
　　<Price 
currency=“JPY”>300</Price> 
　　<Purchase> 
　　　<QuantitiUnit href=“hour”/> 
　　　<QuantityRange href=“24” /> 
　　</Purchase> 
　　… 
　</PurchaseInformation> 
</PurchaseInformationTable>0

<ProgramLocationTable> 
　<OnDemandProgram> 
　　<Program crid=“crid://aaa> 
　　… 
　　<StartOfAvailability> 
 　　2009-04-01T00:00:00 
　　</StartOfAvailability> 
　　<EndOfAvailability>  
　　2009-12-31T23:59:59 
　　</EndOfAvailability> 
　</OnDemandProgram> 
</ProgramLocationTable>

<LicenseInformationTable> 
　<LicenseInformation  LicenseId=“aaa00A”> 
　　<Program crid=“crid://aaa” /> 
　　<PurchaseIdRef>00A</PurchaseIdRef> 
　　　… 
　</LicenseInformation> 
</LicenseInformationTable>

画像 

購入 

蓄積予約 

コンテンツ記述メタデータ 

コンテンツ詳細画面 

購入情報メタデータ 
インスタンス記述メタデータ 

ライセンス参照情報メタデータ 

図３　放送補完実施イメージ 

放送局 

放送波 

欠損しているブロックを検出 
し，当該ブロックを放送補完 
サーバにリクエストする 

放送波の受信に失敗 
し，欠損したデータ 
ブロック 

携帯電話ネットワーク 

リクエス
ト：欠損

データID

放送補完 
サーバ 
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解決するためにNTTは，再接続を前提

としてサーバやネットワークに過大な負

荷が集中しないよう制御する技術を実

現しています．

（2） 通信割当て時間の最適化

NTTの放送補完技術は携帯電話を

複数のグループに分割した後にグルー

プごとの通信総容量を算出し，グルー

プごとに通信時間を割り当てるアルゴ

リズムを有しています．このアルゴリズ

ムを用いることでmm放送利用者の地

域ごとの偏りに起因する，ネットワー

クの局所的な高負荷の発生の抑制など

を実現させることができます．

（3） マルチキャスト対応

非常に数の多い端末と通信を行う必

要がある際にはマルチキャスト通信を

併用することにより，効率を向上させ

ることができます(4)．現在の携帯電話

ネットワークではマルチキャストによる

データ通信のサービスはされていません

が，すでに規格化はされている(5)ため，

将来マルチキャストデータ通信サービ

スが開始された場合には速やかにマル

チキャストへ対応することが可能とな

ります（図４）．

サービス開始に向けて

mm放送の本格サービス開始に向け

ては，さまざまな仕様の策定や構成要

素の開発のほかに，使用することが想

定されている方式に則した省令・告示

の改訂，国内外での標準化を行う必要

があります．NTTでは今後も新たな

サービスの実現に向けて貢献していき

たいと考えています．
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（左から）関根 宗徳/ 森住 俊美/

兼清 知之/ 山田 智一/

田中 清/ 深津 真二/

石井 晋司/ 滝澤 暢（右上）

mm放送は，放送と通信の技術の組合せに
よって実現される，新しいメディアです．
mm放送がより良いものとなるように，サー
ビス開始に向け，研究開発と標準化活動に
今後も取り組んでいきます．
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図４　放送補完実施シーケンスの一例 


