
NTT西日本の取り組みスタンス

NTT西日本では，将来的な光ネッ

トワークの利用形態の１つとしてライ

ブ配信が存在するのではないかと考え，

これまで各種の取り組みを実施してき

ました．

具体的には，2007年９月８日に

「TCAスペシャル2007」を兵庫県・宝

塚大劇場から東京，大阪の映画館２

拠点にライブ中継しました．また，同

年12月24日に「宝塚歌劇 花組公演

東京宝塚劇場千秋楽」を東京宝塚劇

場から東京（４拠点），大阪（２拠

点），名古屋（１拠点）の映画館７拠

点にライブ配信のトライアルを実施し

ました．これは，映画以外の高品質コ

ンテンツを複数の商業映画館にネット

ワーク配信し，ライブ上映するという

先進的な取り組みでした（1）．

また，将来に向けたネットワークを

利用したライブ中継ビジネスの可能性

を検討するため，コンテンツホルダと

ともに，映像品質，音声品質，運用

体制，技術的課題やビジネスモデルと

収益性，コンテンツ鑑賞者による評価

も含めた総合的な評価検証を目的と

し，㈱宝塚クリエイティブアーツ

（TCA），NTTなどとの共同トライア

ルとして実施しました．

トライアルにおけるネットワーク構成

は，NTTコミュニケーションズの光

ネットワーク（専用線サービス等）と

NTT西日本の光ネットワーク（LAN

型通信網サービス）を接続する，マル

チキャスト配信で行いました（図１）．

配 信 機 器 は I P インタフェース

（NA5000），エンコーダ（HE5000），

デコーダ（HD5000）を利用し（いず

れもNTTエレクトロニクス社製），映

像品質はMPEG-2（46 Mbit/s），音

声品質はステレオ音声で配信を行いま

した．また，配信ネットワーク全体を

監視すべく，逐次Webコンソールから

機器監視を行いました．さらに，トラ
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高臨場感音響ライブ配信トライアル

図１　2007年ライブ配信トライアル構成 
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光ネットワークを用いたライブ配信の普及とともに，高臨場感再生への要
望が高まっています．NTT西日本では九州大学とともに高臨場感映像・音響
の共同研究を行っています．本稿では，2010年９月に実施したトライアルと
その評価を報告します．
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ブル時の拠点間通信が可能となるよ

う，プラットフォーム上にIRC（Internet

Relay Chat）サーバを配備し，各拠

点間のクライアントPCからチャットに

より相互に情報連絡が図れるようにす

るとともに，インターネット電話環境

を整備しました．

ライブ配信サービスの技術課題

2007年に実施したトライアルで各種

の検証をした結果，MPEG-2（46

Mbit/s）であれば宝塚レビューで用い

るスパンコールなど衣装の細部までが

はっきりと視認でき，解像度として問

題がないことが分かりました．その反

面，ラインダンスのシーンなどでカメラ

を右から左に振る動作，いわゆるパン

を行うと，画面が非常に見にくくなり

映画館前列で視聴すると船酔いに似た

感覚（映像酔い）を引き起こすなど，

従来のTV撮影手法だと大画面コンテ

ンツには適さないことが分かりました．

また，映画館の音響設備は5.1  ch

（チャンネル）が標準となっていますが，

歪みのある符号化で圧縮したステレオ

音声を伝送しているため，「音が悪い」

「音が薄っぺらい」といった視聴者の感

想が寄せられました．

また画像品質としては，MPEG-2

（46 Mbit/s）以上の画質であれば問

題がないものの，全体に占めるネット

ワークコストの比重が高く，コンテン

ツホルダ側から「画像品質を落とさず，

ネットワークコストを廉価にできない

か」という実ビジネスに向けた課題が

提起されました．

これらの課題のうち，カメラをパン

することにより映像酔いを起こす点に

ついては，できる限りパンをなくし複

数台のカメラを切り替えるなど，大画

面上映を意識した撮影手法を導入す

ることで解決が図れました．またネッ

トワークコストについては，画像圧縮

方式をMPEG-4 AVC/H.264に変え

ることにより，MPEG-2（46 Mbit/s）

と同程度の解像度を維持しながら映像

帯域を従来の半分（20 Mbit/s）ま

で下げることができ，コスト削減につ

ながりました．

しかしながら，音声品質の向上につ

いては多くの解決すべき問題があり，

今後の取り組み課題として残りました．

そして，この課題をクリアするには，①

収録時の音声品質の確保，②ミック

ス・ダウン時の音声品質，③5.1 ch音

声の伝送品質，④5.1 ch音声の再生

品質，の４つを実現する必要があります．

九州大学との共同研究

九州大学では，舞台技術，音響・

映像等の工学的知識を基盤とし，地

域文化芸術振興に向けた公共政策，

企画実践能力を持つ人材育成を目的

とした「ホールマネジメントエンジニア

育成ユニット」を運営するとともに，

光ネットワークを利用した市民会館・

公共ホールの有効活用，東京・大阪

といった大都市に偏った芸術文化イベ

ントの地方配信による情報格差の是正

と地域振興，コンテンツ利用機会の拡

大を模索していました．

光ネットワークを利用した芸術文化

イベントの地方公共ホールへの配信施

策は，NTT西日本が取り組んできた

ライブ配信施策と考え方が一致するこ

とから，両者で光ネットワークを用い

たライブ配信の普及を目指し，共同研

究を開始しました．

共同研究では，2007年トライアル

の残課題である音声品質向上につい

て，九州大学とNTT西日本の技術や

知見によって解決できないかを実証実

験で検証するほか，光ネットワークに

よる公共ホールでのライブ配信の普及

に向けて検討することにしました．

具体的には，九州大学では尾本章

准教授を中心に研究されている「反射

音を可視化した音場情報の把握」（2）

を送信元，送信先双方で実施しまし

た．そして原音場と再生音場それぞれ

の特徴を把握し，その情報を基にして，

再生音場に適した収録・ミキシング手

法を改めて提案してもらいました．

NTT西日本からはネットワーク技術

を，NTT研究所からは符号化技術を

提供するとともに，九州大学の知見を

利用した再生音場に適したミキシング

の実現には，NTTラーニングシステム

ズの協力を得ることにしました．検証

コンテンツについては，2007年トライ

アルと同様にTCAより提供を受け，ま

た高臨場感音響ライブ配信先となる映



画館（再生音場）として角川シネプ

レックス㈱に協力していただきました．

こうしてTCA，角川シネプレックスを

含めた共同研究を実施することとなり

ました（3）．

高臨場感音響ライブ配信トライアル

2010年９月12日に「宝塚歌劇 雪

組公演 東京宝塚劇場千秋楽 水夏希

サヨナラショー」を高臨場感音響シス

テムにより配信し，実地検証を実施し

ました（図２）．

今回は原音場と同様の再生音場を

構築できるかが検証目的であるため，

配信元の東京宝塚劇場から配信先の

シネプレックス幕張への１拠点配信と

し，ATM（Asynchronous Transfer

Mode）の通信方式を利用したネット

ワーク40 Mbit/sで接続しました．IP

インタフェースとしてNA5000，エン

コーダ・デコーダとしてNTT未来ねっ

と研究所・NTTコミュニケーション科

学基礎研究所が開発した映像・音響

ロスレス符号化装置を利用しました．

この装置はNTTコミュニケーション科

学基礎研究所が標準化に参画した

MPEG-4 ALS（4）（音響ロスレス符号

化）を適用することにより，音質を一

切悪化させない圧縮を行い，圧縮によ

り稼いだ情報量を映像に割り当てるこ

とにより映像品質を向上させることが

できます．また，NTT未来ねっと研究

所が開発したライブ配信を効率良く配

信できる配信システムを利用して，エ

ラー訂正技術およびIPパケットの暗号

化によってエンド―エンドの信頼性の

確保に努めました．映像品質について

は，2007年トライアルの評価結果を受

けMPEG-4 AVC/H.264（ 平 均 20

Mbit/s）としました．また高臨場感

音響と従来手法との比較を実施するた

め，TCAが商用サービスを利用して,

東京宝塚劇場と別の映画館（LR映画

館）をビジネスイーサワイドで接続し，

HD画像品質，ステレオLR音声での配

信を行いました．その効果の音響評価

方法については，NTTサイバースペー

ス研究所の協力を得て作成した来館者

アンケートを統計的に分析しました．

課題であった原音響の収録に関して

は，宝塚歌劇が館内音響のため使用し

ている音声を９chにまとめた信号と，

独自に加えた環境音４chの計13 ch分

の信号をミキサへ送り，ミキサ側でシ

ネプレックス幕張の再生音場を想定し

た5.1 chへのミキシングを行い，その

出力信号を音響ロスレス符号化装置に

入力する構成をとりました．

そのためシネプレックス幕張では，音

響ミキサで編集したものと全く同じ音
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図２　2010年高臨場感音響ライブ配信構成 
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■ 音の迫力についてご感想をお聞かせください． 

■ 音に包まれた感じについてご感想をお聞かせください． 

■ 料金についてご感想をお聞かせください． 

■ 中継元である東京宝塚劇場にいるような臨場感を感じることができましたか．（劇場にお越しになられたことのあるお客様のみご回答ください．） 

【シネプレックス幕張】有効回答数　153 【LR映画館】有効回答数　97

【シネプレックス幕張】有効回答数　152 【LR映画館】有効回答数　98

【シネプレックス幕張】有効回答数　149 【LR映画館】有効回答数　84

【シネプレックス幕張】有効回答数　153 【LR映画館】有効回答数　100
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図３　アンケート集計結果 
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声信号を映画館内で再生することがで

きました．また音響効果について，シ

ネプレックス幕張の客席にいる担当者

から宝塚大劇場のミキサ側にリアルタ

イムに再生音場の評価を伝えることに

より，音響編集に反映させました．

その結果，映画館側の視聴者が，

あたかも配信元会場にいるのと同様の

「場の雰囲気」を感じることができ，そ

の証左として2007年トライアルでは起

こらなかった，会場と同様の拍手や声

援が自然に観客から沸き起こるなど，

従来のライブ配信を超える会場との一

体感を創出することができました．

トライアルの評価

トライアルの評価として，高臨場感

音響で上映したシネプレックス幕張と，

従来手法であるステレオLR音響での上

映を行ったLR映画館で来館者アン

ケートを実施し，比較しました．

シネプレックス幕張は客席数275席

のうちアンケート回収数157枚（回収

率57.1％），LR映画館は客席数308

席のうちアンケート回収数103枚（回

収率33.4％）でした．両者を比較し

た結果，顕著な違いが明らかになりま

した（図３）．

まず，「音の迫力」についてシネプ

レックス幕張では７段階評価のうち上

位３評価である「大変迫力がある・迫

力がある・やや迫力がある」と評価を

した方が66.1％に対し，LR映画館で

は55.7％となりました．また，「東京

宝塚劇場にいるような臨場感を感じた

か」という問いでは，シネプレックス

幕張では「大変感じる・感じる・やや

感じる」と評価した方が69.8％に対

し，LR映画館では59.6％にとどまり

ました．一番大差をつけたのは「料金

について」という設問で，シネプレッ

クス幕張は「料金的に大変満足・満

足・どちらかというと満足」という答

えが35.3％，「普通」と答えた観客を

含めると69.9％が料金の妥当性を感じ

ていますが，LR映画館側では「料金

的に大変満足・満足・どちらかという

と満足」が14％，「普通」と答えた観

客を含めても53％となり，幕張の観客

の評価が高いということが分かりま

した．

今後の予定

NTT西日本では，これらの結果分

析を進めるとともに，映像・音響ロス

レス符号化伝送の商用化，ライブ配信

技術・ビジネスモデルの確立を行うと

ともに，より多くのコンテンツホルダへ

の呼びかけを行いライブ配信サービス

の普及を目指します．また，ネットワー

ク利用によるさらなる業務の効率化や

コンテンツ・セキュリティの高度化，

安心・安全なネットワークの提供を目

指し，光ライブ配信サービスの提供に

向けて研究を推進していきます．
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（上段左から）山根 啓史/ 山下 晃生/

鎌谷 康史

（下段左から）森崎 正史/ 光成 友美/

尾本 章

九州大学との共同研究によって高臨場感
音響が視聴者に与える影響が分かりました．
今後，これらの知見を基に早期のサービス
提供を目指し研究を推進していきます．
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