
は じ め に

NTT未来ねっと研究所では，これ

までに研究開発を積み重ねてきた超高

精細映像の符号化技術および同コンテ

ンツの伝送配信にかかわるさまざまな

技術を基に，デジタルシネマなどの具

体的なアプリケーションへの応用を進

めてきました．これらの技術をさらに

発展させて，ネットワークを介した高

度な遠隔協調作業環境の構築と，そ

の大規模コンテンツ作成への応用が検

討されています（1）～（3）．

一方慶應義塾大学では，デジタルメ

ディアの生成，編集，加工，統合，

そして利用に関する研究活動を通して，

工学的側面，文化的側面でのコンテ

ンツ流通に関する技術蓄積が進められ

てきました．また，今後その管理が重

要な課題となっているさまざまなデジ

タルコンテンツの長期保存の技術や運

用についても，検討が行われています．

今回の共同研究のねらいは，NTT

研究所が保有する大規模コンテンツの

符号化や伝送の技術と，コンテンツを

効果的に運用するために慶應義塾大学

によって研究されてきた技術を融合さ

せることで，ネットワークを介して遠

隔地でも安全に大容量デジタルメディ

アにアクセスできるシステムの基本設

計，実証実験などを行います．また，

より汎用な目的に供するN S CW

（Network Supported Cooperative

Work）の課題を明確にして，実用的

な基盤技術を構築します．今期の共同

研究ではこのような大規模コンテンツ

に対してさまざまな遠隔地，さまざま

な環境からアクセスするための基本的

な要件を分析し，柔軟なコンテンツア

クセスを可能とする新しい認証方式な

どの検討結果を得ています．

遠隔協調作業環境の研究

NSCWとは，コンピュータ支援によ

る共同作業を意味するCSCW（Com-

puter Supported Cooperative

Work）に対して，ネットワークの機

能を最大限に生かして，作業環境が異

なる分散した遠隔地でも効率的な共同

作業の実現を目指すものです．NTT未

来ねっと研究所では，これまでに培っ

た超高精細画像・映像などの処理，

ネットワークを介してそれらを安全か

つ安定的に送受信する伝送の技術を発

展させて，極めて臨場感の高いビデオ

会議等，より高度な協調作業を可能

とするNSCWの実現に向けて技術蓄積

が行われています（図１）．一例とし

て，デジタルシネマに代表される大容

量コンテンツを共同作業で制作・編集

等を行うユースケースを想定して，作

業を実際に担当する専門家とも議論を

重ね，実証実験を交えつつ要求条件の

洗い出しを進めています．現場での運

用面までを想定し，より適用領域を広

めるためには，映像符号化技術や伝送

技術など，これまでNTT研究所が強み

としてきた技術に加え，コンテンツの

蓄積や運用方式などの幅の広い分野で

の検討が必要となります．特に，さま

ざまなコンテンツ利用環境において，

シームレスなアクセスを実現するユビキ

タスコンピューティングの観点からの技

術検討が必要であると考え，今期の共

同研究に至っています．

ユビキタス環境下でのコンテンツ

管理とセキュリティ

インターネットが普及しさまざまな

分野で利用されている現代においては，

セキュリティを確保しながらのコンテン

ツ配信は必要不可欠となってきていま

す．共同研究の主要なテーマの１つ

が，このセキュリティ確保の問題です．

ネットワークを利用した遠隔協調作業

環境の構築では，当面の目標は物理的

にセキュリティが確保された作業環境
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ユビキタス環境における
大規模コンテンツの管理に関する研究

NTT未来ねっと研究所では，慶應義塾大学大学院環境情報学部との共同研
究において，ネットワークを介して遠隔協調的にデジタルシネマ等の大規模
コンテンツを安全かつ円滑に取り扱う仕組みの構築に向けて，要素技術の研
究開発を段階的に進めています．本稿では，共同研究の概要について簡単に
紹介します．

つ つ い あきひろ さ わ べ と も こ

筒井 章博　/澤邉 知子

NTT未来ねっと研究所

大規模コンテンツ NSCW 多要素認証
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と，専用線などの通信品質と独立性を

高めた特別なネットワークの利用によ

る実現が考えられますが，それと引き

換えに利便性や拡張性が犠牲になりま

す．現代では，有線・無線による多様

なネットワークへのアクセス環境が整

備されてきており，通信品質面でのば

らつきはありますが，いつでもどこから

でもオンラインの作業が可能な環境が

整いつつあります．日本では光ファイ

バ網の普及によって，一般家庭におい

てもかなり高速なブロードバンド接続

が，比較的安価で利用できる状況に

なっています．また野外においても，携

帯電話網や公衆無線の拡充が進み，

都市部においては，WiMAXやLTE

（Long Term Evolution）など，よ

り高速な無線アクセスの整備が進行中

であり，モバイルでの大容量コンテン

ツの利用もみえてきています．

このような状況を考慮し，遠隔協調

作業についても２つの面において柔軟

性・拡張性を高める努力が必要である

と考えられます．１つはユビキタス性

の側面，もう１つはクラウドなどの

ネットワーク型の計算リソースの柔軟

な利用です．

具体的にユビキタス性の拡張とは，

遠隔協調作業環境の遍在可能性を高

める，すなわち，いつでもどこでも協

調作業が可能な環境を提供できるよう

にすることです．もちろん，ネットワー

クの品質や作業環境については均一で

はありませんが，大容量コンテンツの

制作などの作業全体を考えると，その

中にはさまざまな異なる作業が存在し，

作業環境の要求条件も多様であること

が一般的です．ユビキタス的な機能の

側面を強化することができれば，場所

やアクセス方式に依存するネットワー

ク品質でも可能な作業を選択して行う

ことができるため，作業全体の効率も

向上するものと考えられます．ただし，

作業環境の多様性が増加する分だけ，

セキュリティの確保は困難になります．

特に価値のあるコンテンツを扱う場合

は，その流出の防御や著作権の保護等

の技術が必要になります．

一方，近年ではクラウドの技術進歩

と，それを利用した計算リソースの

ユーティリティサービスが普及していま

す．小規模なものから大規模なものま

で，業務に必要とされる計算機やネッ

トワークリソースのダイナミックレンジ

が広く，さらにその変化速度が急激な

作業（例えばサービス利用者の数が急

増，急減するなど）では，必要なとき

に必要なリソースを柔軟に配備できる

クラウド環境の利用が有利です．イン

ターネットのようなオープンなネット

ワークに接続可能であれば，クラウド

利用の柔軟性は高まります．また，昨

今のグローバル化の流れから，作業を

遂行する人的リソース，設備的リソー

スも世界規模で分散していく傾向にあ

り，それらを迅速かつ有機的に結合し
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て作業チームを構築するためにも，オー

プンネットワークの利用は避けられな

いでしょう．この場合においても，セ

キュリティの確保は重要な課題となり

ます（図２）．

認証技術の重要性

これまでに解説したように，ユビキ

タス環境において価値ある大規模コン

テンツ管理の根幹となるのは，コンテ

ンツアクセスを制御するセキュリティシ

ステムであると考えられます．コンテン

ツにかかわるセキュリティ技術の項目

としては，コンテンツそのものの流出

を防御する技術（盗聴防止，アクセス

制御など）と，コンテンツ流出時のト

ラッキング，改ざんの防止等が挙げら

れ，各々，暗号化技術，認証技術，

電子透かし等の技術に対応します（4）．

ここでは，コンテンツへのアクセスを制

御（確実な相手を識別）するための認

証技術について考察を行いたいと思い

ます．

ネットワーク経由のコンテンツ配信

における確実な相手識別には，認証の

確実性と，その耐タンパ性＊が問われ

ます．ネットワーク越しになりすましを

防いで相手を確実に識別し，それが確

認できた相手だけに一意性のあるコン

テンツを渡す仕組みであるのはもちろ

んですが，想定される不正行為に対し

てもこれらの仕組みを堅持できること

が必要になるのです．コンテンツ配信

の理想形は，「コンテンツの著作権保

有者とそのコンテンツの利用者が密室

で一意性のある識別番号が埋め込まれ

たコンテンツを手渡しすること」と定

義することができますが，この意味に

おいて認証では，直接相手と会うこと

で相手を確認する，また，それが密室

で行われることが必要であるというこ

とになります．ネットワークを介しての

やり取りの場合は，“直接の確認”と

“密室”ができません．今後の研究成

果によっては，超高精細なビデオ会議

の機能と，ネットワークセキュリティ

の技術を利用して，この直接の確認と

密室（手渡し）といった相手認証の理

想形に近づくことができるかもしれま

せん．しかし現状では相手認証はネッ

トワーク上で平文認証であるパスワー

ド，もしくはこれに類したかたちで確

認することが一般的であり，多様な環

境でのネットワーク接続を想定したユ

ビキタス的なコンテンツアクセスの認証

でも，これに類する方式で実現し，そ

の強化を考えるアプローチをとること

が現実的です．またこのような認証を

考える場合には，認証と認証のプロセ

スの強度を増すことによって生じるト

レードオフを十分に考慮する必要があ

ります．ここでのトレードオフは実施

コストと利用者への操作の負担です．

多大な実装コストや運用コストが発生

する場合は，守るべきコンテンツの価

値に見合うコストか見極めが必要です．

また，認証プロセスが複雑であった

り，直観的に理解できるものでないと，

利便性が低下し，利用者は正規の認

証プロセス外のコンテンツアクセスを行

ったり，認証方式が想定していない利

用方法を用いたりするようになり，結

果として認証強度が著しく低下するこ

とになります．認証を利用する人に負

担を可能な限り小さく，かつ簡単に認

証強度を高める方法として，今回の検

討では認証の分散化・多重化を提案

し，具体的な方式として多要素認証の

有効性を述べています．

多要素認証の提案と導入

ネットワーク上で相手認証を行う際

に，識別，判断，許可のプロセスを複

数の手段で多くの情報を用いてやり取

りできるようにすれば，認証の強度

（相手認証の確実度）は向上すると考

えられます．こうした複数の手段で多

くの情報のやり取りをして相手を認証

することを多要素認証と言います．こ

れは認証手段として，所有物認証（認

証対象者が管理する特定のものを使っ

た認証）と知識認証（認証対象者の

記憶や知識を用いた認証）を複数用い

てセキュリティ確保をより確実なもの

とする方法全体を指しています．さら
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図２　ユビキタス環境を考慮した遠隔協調作業環境構築のための技術 
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・仮想化などのネットワーキング技術　など 
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＊耐タンパ性：物理的あるいは論理的に内部の情
報を読み取られることに対する耐性のこと．
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に，認証のやり取りに用いられる経路

（ネットワーク）も異なるものを利用す

るなどの強度を上げる方法も組み合わ

せることができるでしょう．具体的な

実現方法としては，携帯電話を用いた

多要素認証が考えられます．携帯電話

は，以下のような特徴があります．

・すでにかなり普及しており，個人

に行き渡った状態にある

・基本的にユーザは個人で，個人に

属するものである

・機器の電話番号に相当するもの

（ID）で明確に識別が可能である

・基本的に複製が困難であり，異常

事態に対して携帯キャリアが迅速

に対応できる

・利用可能範囲（場所，条件）が

十分に広い

・機種によっては，生体計測情報や

位置情報（GPS）などを利用で

きる

何より，携帯電話は携帯キャリアの

管理下にある独立したネットワークの

通信サービス（電話，SMSなど）を

利用することが可能であり，多要素認

証を行うデバイスとして適しています．

多要素認証を大規模コンテンツ管理の

システム上で開発，導入しているもの

が，今回の共同研究先が担当している

アリアンナシステムです（5）．アリアンナ

システムは，インターネットを用いた本

格的な多要素認証のシステムであり，

携帯電話とインターネットで用いられ

る既存のブラウザ等を利用した認証を

行っています．現在，この方式では昨

今急激に普及が進んでいるスマートフォ

ンには対応できていませんが，今回の

共同研究では，この多要素認証を拡張

した新しい方式を考案し，携帯電話の

みならずスマートフォンを認証デバイス

として利用できるようにするほか，い

くつかの知識認証や，携帯デバイスが

持つ生体計測情報，位置情報を組み

合わせ，多要素認証を拡張可能とす

る工夫も取り込んでいます（図３）．

図３　利用者（相手）認証と多要素認証導入によるセキュリティ強化 

認証経路の多要素化 
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直接対面による相手認証と取引（理想形） 

NSCWを極めれば近づくことが可能かもしれないが… 
※超高臨場感のコミュニケーション手段の提供等が必要 
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これらの拡張は，利用者にとって自然

な操作で実現することが可能であり，

相手認証強化のトレードオフの１つを

克服するアイデアでもあります．

今後の方向性

NTT未来ねっと研究所では，引き

続きネットワークの機能を効果的に利

用した高度な遠隔協調作業環境構築

のための基盤技術に関する研究開発を

推進していきます．今後は実験テスト

ベッド等を用いて，デジタルシネマ等

の大規模コンテンツを安全かつ効率良

く蓄積，転送，利用する技術の確認

を実施する予定です（図４）．その中

で，多要素認証方式などコンテンツ管

理のセキュリティ技術を取り入れ，映

像制作作業のユースケースを実装，評

価することで，共同研究技術の有効性

を具体的に評価していきます．

ま と め

今回私たちはユビキタス環境におけ

る大規模コンテンツの取り扱いに関す

る研究として，主にセキュリティ面に

ついての運用方式の共同検討を行い，

１つの成果として新しい多要素認証の

方式を提案しました．

コンテンツのセキュリティ管理は，認

証，暗号化，電子透かしなどの組み合

わせで実現されますので，各々の技術

を遠隔協調作業のシステムにどのよう

に組み込んでいくかが大きな課題とな

ります．

暗号化と電子透かしについては，標

準化やデファクトスタンダード等が存

在し，ある程度固まったものがありま

すが，認証の標準化はプロトコルレベ

ルにとどまっており，ユーザインタフェー

スの考慮はこれからの段階にあるとい

えます．

今回の共同研究では，利用者認証

に焦点を当てて，実際にユビキタス機

器の代表である携帯電話（スマートフォ

ン）を利用した多要素認証を用いるシ

ステムを提案しました．今後もセキュ

リティ面を中心に，実際のテストベッ

ドでの実験を通して，共同検討の体制

で進めていく予定です．
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（左から）筒井 章博/ 澤邉 知子

大容量デジタルメディア伝送で培った技
術を発展させ，ネットワークを用いた高度
な協調作業環境の実現に向けた研究開発を
行っています．
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