
マルチメディア放送における

メタデータ技術

携帯端末向けマルチメディア放送

（マルチメディア放送）では，高品質

な映像を配信するリアルタイム型放送

サービスと，コンテンツを受信機に蓄

積してから視聴・利用する蓄積型放送

サービスの２つのタイプのサービスが提

供されます．特に蓄積型放送サービス

では，映像や音声に限らず，画像，文

書，ゲーム，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

ンテンツが取り扱われます．また，リ

アルタイム型放送サービスと蓄積型放

送サービスのコンテンツを統合的に扱

い，シームレスに閲覧，検索するなど

高度な視聴・利用スタイルの実現が想

定されています．

これらの新しいサービスを実現する

にあたり，NTTでは，コンテンツの閲

覧・検索，取得，購入，視聴などコ

ンテンツのナビゲーションを可能とする

メタデータ技術の研究開発を進めてい

ます．本稿では，マルチメディア放送

におけるメタデータの概要，メタデー

タの伝送・配信，メタデータの運用，

および構築したメタデータシステムを紹

介します．

マルチメディア放送用メタデータ

の概要

マルチメディア放送におけるメタデー

タには，コンテンツのナビゲーション時

に使用される電子番組表（EPG :

Electronic Program Guide）や電

子コンテンツガイド（ECG: Elec-

tronic Content Guide）に関する情

報を記載する「EPG/ECGメタデー

タ」と，蓄積型放送コンテンツの受

信・蓄積，放送補完＊１に関する情報

を記載する「伝送制御メタデータ」が

あります．メタデータの各情報要素と

メタデータ利用の概要を図１に示し

ます．

■EPG/ECGメタデータ

ARIB STD-B38（1）およびTV-Any-

time Phase1（2），Phase2（3）で規定

される標準仕様を基に，マルチメディ

ア放送での運用を考慮したスキーマ拡

張が行われています．以降に記載する

９つの情報要素を運用しており，その

中でもクーポン情報要素は，マルチメ

ディア放送用に新たに導入された要素

です．

（1） 番組情報要素

コンテンツに関する一般的な情報，

例えばタイトル（Ti t l e），概要文

（Synopsis），ジャンル（Genre），

出演者情報（Cred i tL i s t），画像

（TitleImage）などを記述し，CRID

（ Content Reference Identifier：

コンテンツ参照識別子）で一意に識別

されます．

（2） グループ情報要素

複数の番組情報要素，ならびにグ

ループ情報要素をまとめたグループ

（シリーズ，パッケージなど）に関する

情報を記述し，CRIDで一意に識別さ

れます．

（3） 番組ロケーション情報要素

マルチメディア放送が提供する２つ

のタイプのサービスに適用できるように

拡張されており，蓄積型放送コンテン

ツでは，オンデマンドサービス情報要

素（OnDemandService）にコンテ

ンツが放送されるチャンネル（service

IdRef），オンデマンドプログラム情報

要素（OnDemandProgram）に放

送期間（S t a r t O f A v a i l a b i l i t y，

EndOfAvailability）や伝送制御メ

タデータのURI（Uniform Resource

Identi f ier）（ProgramURL）など
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携帯端末向けマルチメディア放送における
メタデータ技術

携帯端末向けマルチメディア放送では，新しい放送技術規格ISDB-Tmm方
式を用いて，リアルタイム型放送サービス，蓄積型放送サービスが提供され
ます．本稿では，携帯端末向けマルチメディア放送におけるコンテンツの閲
覧，受信・蓄積，および視聴・利用を実現するメタデータ技術を紹介します．

ふ か つ し ん じ た な か きよし

深津 真二　/田中 清
ほりぐち きょうたろう ほ り い もとゆき

堀口 恭太郎　/堀井 統之

NTTサイバーソリューション研究所

マルチメディア放送 ISDB-Tmm メタデータ

＊1 放送補完：放送で配信され，受信機に蓄積
したコンテンツがデータ欠損等で不完全な
場合に，通信により欠損データを補完する
ことを指します．
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の情報を記述します．リアルタイム型

放送コンテンツでは，ブロードキャス

トイベント情報要素に，番組の放送期

間やチャンネル，利用規則などの情報

を記述します．

（4） サービス情報要素

サービス（チャンネル）に関する情

報，例えば，サービス名，サービス概

要文，ロゴなどを記述します．

（5） 購入情報要素

コンテンツまたはグループに対する課

金単位である商品を表し，その商品の

販売期間，価格（Price），販売パ

ターン〔 PPV（ Pay Per View），

PPM（Pay Per Month）など〕購

入用URI（PricingServerURL）な

どを記述します．

（6） ライセンス参照情報要素

コンテンツ（Program）と商品

（PurchaseIdRef）の組で一意に定

まるライセンスに関する情報を記述す

る情報要素であり，マルチメディア放

送における多様な課金形態に対応し，

視聴・利用可能回数，視聴・利用可

能期間などを記述することができます．

また，ライセンス発行条件やリアルタ

イム型放送コンテンツのプレビュー情

報（回数，終了時刻など）なども記述

できるように拡張されています．

（7） セグメント情報要素

映像・音声コンテンツ内のシーンに

関する情報，例えば，シーンの開始

点・終了点，シーン名，サムネイルの

URIなどを記述し，チャプタ再生など

でも用いられます．

（8） セグメントグループ情報要素

複数のセグメント情報要素をまとめ

たグループ（チャプタリストなど）に関

する情報を記述します．

コンテンツ詳細画面 

画像 

購入 

予約 

視聴・利用 

コンテンツＡ 
概要文： 

ジャンル：Ａ 
出演：俳優A

放送時間：4/1 10:00～12:00
価格：300円 

図１　マルチメディア放送用メタデータ 

番組情報要素 

<ProgramInformationTable> 
 <ProgramInformation programId=“crid://aaa”> 
  <BasicDescription> 
   <MediaTitle> 
    <TitleImage>http://**/aaa.jpg</TitleImage> 
   </MediaTitle> 
   <Title>コンテンツＡ</Title> 
   <Synopsis>概要文***</Synopsis> 
   <Genre href=“GenreCS:A” /> 
   <CreditsList> 
    <CreditItem role=“RoleCS:a”> 
     <PersonName>俳優A</PersonName> 
    </CreditsItem> 
   </CreditsList> 
   … 
   <PurchaseList> 
    <PurchaseIdRef>00A</PurchaseIdRef> 
   </PurchaseList> 
  <BasicDescription> 
  <MemberOf>crid://groupA</MemberOf> 
 </ProgramInformation> 
</ProgramInformationTable> 

<ProgramLocationTable> 
 <OnDemandService serviceIdRef=“100”> 
  <OnDemandProgram> 
    <Program crid=“crid://aaa”> 
    … 
    <StartOfAvailability>2011-04-01T10:00:00</StartOfAvailability> 
    <EndOfAvailability>2011-04-01T12:00:00</EndOFAvailability> 
    <ProgramURL>http://***/aaa.fsi</ProgramURL> 
   </OnDemandProgram> 
  </OnDemandService> 
</ProgramLocationTable>

<PurchaseInformationTable> 
 <PurchaseInformation  
   purchaseId=“00A” start=“”end=“”> 
  <Price currency=“JPY”>300</Price> 
  <PricingServerURL> 
  http://***/?00A 
  </PricingServerURL> 
  … 
 </PurchaseInformation> 
</PurchaseInformationTable>

<userServiceDescription> 
<program>crid://aaa</program> 
<sessionDescription> 
a=flute-tsi:10 
a=transmissionSchedule:startup.html 
number=1 2011-04-01T10:00:00 10:01:00 
a=transmissionSchedule: content1.mp4 
number=1 2011-04-01T10:01:00 10:11:00 
</sessionDescription> 
<associatedProcedureDescription> 
 … 
</associatedProcedureDescription> 
</userServiceDescription>

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

番組ロケーション情報要素 

購入情報要素 
伝送制御メタデータ 

ライセンス参照情報要素 



（9） クーポン情報要素

マルチメディア放送では，最近の市

場動向を踏まえ，クーポンを用いた

サービスを提供します．そこで，クー

ポンの内容について，例えば，クーポ

ン名，割引率，有効期間などを記述

するクーポン情報要素が新たに導入さ

れています．また，本要素では，クー

ポンの適用先となる商品との参照関

係，ならびにクーポンの提供元となっ

たコンテンツ，または商品との参照関

係も記載します．

■伝送制御メタデータ

3GPP（Third Generation Part-

nership Project）（4）で規定される仕

様を基に，マルチメディア放送での運

用を考慮した拡張が行われています．

以降に記載する３つの情報要素を運用

します．

（1） User Service Description

後述する２つの情報要素を包む情報

要素で，EPG/ECGメタデータと伝送

制御メタデータを対応付けるキーとし

てCRIDを記述します．ここで，CRID

は，受信したコンテンツの端末内にお

ける論理的蓄積位置を表し，例えば，

SD（Secure Digital）メモリカード

の場合，/ p r i v a t e / t mm / a a a /

（crid://aaaの場合）に蓄積します．

これにより，SDメモリカードを他の端

末に移した場合でも，蓄積したコンテ

ンツを利用することが可能になります．

（2） Session Description

コンテンツの受信に関する情報，例

えば，コンテンツが放送されるFLUTE

（File Delivery over Unidirection-

al Transport） セッションの ID

（a=flute-tsi）や接続先アドレス，コ

ンテンツの容量，さらには，送信され

る各オブジェクトのファイル名，送信

順，送信期間（a= t r a n sm i s i o n -

Schedule）などを記述します．

（3） Associated Delivery Proce-

dure Description

放送補完に関する情報，例えば，補

完サーバのURI，補完要求の受付期

間，補完を行うしきい値など，ならび

に受信レポートのアップ先サーバのURI

や受信レポートの受付スケジュールな

どを記述します．

メタデータの伝送・配信

マルチメディア放送では，メタデー

タを放送と通信を利用して提供します．

特に放送によるメタデータ伝送は，メ

タデータ伝送に要する帯域や端末での

メタデータの取得頻度などをかんがみ，

小容量のメタデータを随時伝送する方

式と大容量のメタデータを定時伝送す

る方式の二通りを運用します．

■放送によるメタデータ伝送

（1） メタデータ送出方式A

13セグメントの部分受信階層（A階

層）で，現在時刻から数時間内（例

えば，48時間内）に配信されるコンテ

ンツのメタデータを伝送する方式です．

この際，メタデータ送出方式Aで伝送

するメタデータは時間経過に応じて適

宜変更し（例えば，１時間単位），周

期的に繰り返し送出します（図２

（a））．

これにより，端末は直近分のEPG，

ECGの生成に必要なメタデータを短時

間で取得でき，また，内容に変更が

あった場合にも即座に反映することが

可能になります．

（2） メタデータ送出方式B

一定期間内（例えば，本日から

３～８日の間）に配信されるコンテン

ツのメタデータをまとめ，１つの蓄積

型放送コンテンツとして伝送する方式

です．この際，メタデータ送出方式B

で伝送するメタデータは定期的（例え

ば，毎日1:00～1:10）に更新し送出

します（図２（b））．

これにより，端末は一定期間の

EPG，ECGの生成に必要なメタデー

タを一括で取得でき，また，大容量の

メタデータ伝送に要する帯域も抑える

ことが可能になります．

■通信によるメタデータ配信

サービス事業者が運用するメタデー

タシステムに対して，HTTP GET＊２

またはPOST＊３で検索要求を送信する

ことで，検索条件に該当するメタデー

タやメタデータのCRID一覧などが返

却されます．

この際，検索パターンとして，タイ

トル検索，キーワード検索，期間検

索，出演者名検索など，ソート機能と

して，タイトルルビソート，公開日時

ソート，尺長ソートなどを運用します．

メタデータの運用

マルチメディア放送用に追加・拡張

された要素・属性に対する運用を含

め，マルチメディア放送で特有となる

メタデータ運用について紹介します．

■コンテンツ属性

マルチメディア放送では，映像や音

声に限らず，文書やアプリケーション

など多種多様なコンテンツが取り扱わ

れます．そこで，それら多種多様なコ

ンテンツの属性を記述するContent-

Propert ies要素が新たに追加され，

コンテンツの分類（音声，映像，画

特
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＊2 GET：サーバに対してページの取得を要求
するメソッド．

＊3 POST：フォームに入力したデータをサー
バに転送する際に使用するメソッド．



携帯端末向けマルチメディア放送技術の最新動向

NTT技術ジャーナル 2011.522

像，文書，メタデータセットなど），

ファイルフォーマット（html，mp4，

jpg，pdf，zip，container），ファ

イルサイズが記述されます．ここで，

ファイルサイズは予約時にコンテンツ

の蓄積時の容量を算出するのにも利用

されています．

■端末属性

マルチメディア放送では，対象とな

る端末が多岐にわたり，特に携帯電話

端末は，携帯キャリアによりその仕様

が大きく異なります．その結果，端末

によって扱えるコンテンツに差異が生

じます．そこで，各コンテンツが対象

とする端末の属性種別（全端末で利用

可，携帯キャリアＡの端末でのみ利

用可など）を辞書として定義し，メ

タデータのジャンル要素に記載できる

ように拡張されています．

■バージョン

端末により備える機能（画面サイズ

や色数，サポートするオーディオ・ビ

デオコーデックなど）はさまざまであ

り，同様に，コンテンツのスペック

（映像のプロファイルやレベル，マーク

アップランゲージのバージョンなど）も

さまざまです．さらに，機能やスペッ

クは今後，新たなものが追加されてい

きます．

そこで，このような状況下において，

各端末が適切なコンテンツを取得し，

利用できる仕組みとして，端末が備え

る機能でバージョンを分け，そのバー

ジョン情報をメタデータのキーワード要

素に記載します．そして，端末自身が

保持するバージョンと比較し，同じか

大きければ，当該メタデータに対応す

るコンテンツを利用可と判断する方法

が導入されています．

■EITとメタデータの連携

マルチメディア放送では，EPG，

ECGともにメタデータを用いて生成し

ます．ただし，編成変更（延長，中断

など）に対応するために，現在とその

前後の番組については，EIT（Event

図２　放送によるメタデータ伝送 

（a）　メタデータ送出方式A （b）　メタデータ送出方式B

リアルタイム型 
放送コンテンツ 

a

部分受信階層 
11:00

1:00

1:10

1:10

1:00

4/1

4/2

12:00

13:00

時間 
時間 

蓄積型放送コンテンツB 4/3（３日後）に配信 
されるコンテンツの 

メタデータ 
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されるコンテンツ 
のメタデータ 

4/2の３～８日後（4/4～4/9）に 
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Information Table）が運用されま

す．この際，CRIDにサービスIDとイ

ベントIDを含めることで，EITと

EPG/ECGメタデータを連携する方法

が導入されています．

■表現力の向上

携帯メールやWebページなどでは，

文書中にリンクや画像，絵文字を表示

することは一般的です．そこで，メタ

データのタイトル要素や記事要素に

<A>タグまたは<img>タグをCDATA

セクションで包み記載することで，

EPG，ECGでも同様の表現が行える

ようになっています．

メタデータシステム

マルチメディア放送用メタデータの

格納・管理，および通信によるメタ

データ配信を実現するメタデータシス

テムの構成を図３に示します．

メタデータ登録・検索サーバは，

サービス事業者から受領した構成情報

から，マルチメディア放送のスキーマ

に準拠したEPG/ECGメタデータを生

成し，メタデータデータベースに登録

します．この際，多種多様な検索に対

応できるように，EPG/ECGメタデー

タを要素・属性に分解し，アトリビュー

トテーブルに登録します．また，メタ

データのデータサイズを小さくするため

にBiM（Binary format MPEG-7）

化しドキュメントテーブルに登録しま

す．さらに，端末からの検索要求を受

信し，検索結果を返却する機能を備え

ています．

オンメモリキャッシュサーバは，検

索結果のキャッシュ，および運用者側

で事前に設定する検索要求に対する

キャッシュを，整形した検索要求を

キー，検索結果イメージをバリューの

かたちで，メモリ上に管理します．そ

して，同一の検索要求に対しては当該

キャッシュを用いることで，検索応答

時間の高速化（データベースを用いる

場合に比べて平均で8.4倍の速度），お

よび多数の端末からの検索時における

検索負荷の低減を実現しています．

今後の取り組み

マルチメディア放送の商用サービス

開始に向けては，標準規格や運用規定

の策定，およびマルチメディア放送を

実現する各種システムの開発や試験運

用が必要になります．NTTサイバーソ

リューション研究所では，今後もマル

チメディア放送サービスの実現，さら

には，ほかのサービスや技術との連携

に向けて貢献していきたいと考えてい

ます．
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