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高度なTVサービスを実現するス
マートTVが注目を集めています．ス
マートTVの標準化については，受像機
およびサービスについて関連する技
術の標準化としてITU（International
TelecommunicationUnion）とW3C
（WorldWideWebConsortium）で，
それぞれ異なる観点から行われてい
ます．ここではそれらの標準化動向
について解説します．

スマートTVとは

近ごろ，電気量販店やさまざまな新
聞，雑誌などで「スマートTV」が話
題になっています．スマートTVは，
いわゆるTVを高度化したものと直感
的にはとらえられますが，TV受像機
を高度化したものなのか，TV放送
サービスを高度化したものなのか，立
場の違いによって主張点が変わってい
ます．すなわち，前者は携帯電話を高
度化したスマートフォンのようにTV
受像機にさまざまなアプリケーション
をインストールして機能追加するもの
で，主にTV受像機メーカが独自に販
売するスマートTVがこれにあたりま
す．後者は放送サービスと通信サービ
スの連携によって番組配信サービスを
多様化しようとするもので，日本では
2013年 ９ 月から放送サービスが開始
されたハイブリッドキャスト＊ 1が該
当します．

通信ネットワーク上で放送サービス
を実現するIPTV（Internet Protocol 
TV）はスマートTVとどのような関係

にあるのでしょうか．ITU（Inter na
tion al Telecommunication Union）で
のIPTVの定義（1）によれば，「IPTVは
TV，ビデオ，オーディオ，テキスト，
グラフィックス，データを要求される
レベルのQoS（Quality of Service）/
QoE（Quality of Experience），セキュ
リティ，双方向性，信頼性を提供する
ように管理されたIPネットワーク上
で配信するマルチメディアサービスと
して定義される」とされており，スマー
トTVが実現するサービスはIPTVと
共通的に扱えると考えられます．そこ
で，ITUでのスマートTVの標準化は，
IPTVとの関連性から議論することに
なりました．

一方近年の動きとして，アクセス回
線のブロードバンド化やインターネッ
トの高速化に応じて，インターネット
上での映像配信サービスがWeb技術
を用いてさかんに行われています．ま
た2012年 ６ 月に総務省からは，放送
とWebを連携させる新しいサービス

としてのスマートTVを推進するた
め，「スマートテレビの推進に向けた
基本戦略」が公表されました（2）．「放
送 ・ ウェブ連携」「多様なアプリケー
ション ・ コンテンツの提供」「端末間
連携」の 3 つの基本機能を具備するこ
とを求め，これらの基本機能を最大限
に活かしてユーザの利便性 ・ 選択肢を
広げ，市場を拡大することを目的にし
ていますが，ここでもキーとなるのは
HTML5をはじめとするWeb技術と考
えられています．このような観点から
HTML5に関連するWeb技術が注目さ
れていますが，その標準化はW3C

（World Wide Web Consortium）を中
心に行われています．

ここでは，ITUとW3Cにおけるス
マートTVに関する標準化動向につい
て紹介します（図 １ ）．
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＊1	 ハイブリッドキャスト：IPTVフォーラムで
規格策定が行われている放送と通信を連携
したTVサービス．

スマートTVに関する標準化動向

田
た な か

中  　清
きよし

NTTサービスエボリューション研究所



NTT技術ジャーナル　2014.4 49

 ITUでのスマートTVに 
関する標準化

■IPTVのリーディンググループでの
検討
ITUT（ITUTelecommunication 

Standardization Sector）SG（Study 
Group）1６（マルチメディア符号化，
システムおよびアプリケーション）に
おいては，2014年 1 月会合から始まっ
た新会期から，IPTVのアプリケー
ションプラットフォームを検討する課
題Q13/1６のToR（Terms of Ref er
ence）にスマートTVを含むIPベース
のTV型サービスに関する検討が加わ
りました．これを受けQ13/1６では，
世の中にスマートTVに類似したサー
ビスが多く提案されていることから，
用語からの検討が開始されました．
ITUT技術文書草案「HSTP.IPTV
Gloss」＊ 2は用語の整理を意図して作
成 さ れ た 技 術 文 書 で，「7.2 Smart 
TV」の章にスマートTVに関する記載
があります．現在の記載には「インター
ネットやWeb2.0技術をTV受像機や
STB（Set Top Box）に反映した新
しいハイブリッド端末」「ソーシャル
ネットワークやゲーム，双方向広告，
IPTVをインターネットサービスとし
て提供」といった特徴が示されており，
端末およびサービスに関してはIPTV
から拡張されたものととらえられ
ます．

なお，Q13/1６ではIPTVのマルチ
メディアサービスの勧告化を進めてお
り，ISDBT（Integrated Services 

Digital BroadcastingTerrestrial）＊ 3

規格と整合性がとれた日本のIPTV
フォーラム仕様のアップストリーム活
動を，日本が中心となって実施してき
ました．結果，ITUT規格は日本の
放送規格とも親和性が高い規格となっ
ています．最近は中国を中心としたマ
ルチスクリーン，マルチデバイス関連
の提案に基づく勧告草案の作成や，韓
国を中心にリモコン以外の音声やジェ
スチャ，タッチパッドといった操作イ
ンタフェースに関する勧告草案の検討
が活発に行われていますが，国内規格
との整合や新サービスへの影響の観点
から，今後の動向の見極めが求められ
ます．
■放送の観点からの標準化

放送を中心にスマートTVをとらえ
た場合，放送通信連携サービスとして
の側面が強くなります．この観点から
ITUR（ITURadiocommunication 
Sector）SG６（放送業務）配下のWP

（Working Party）６B（放送サービス
の構成およびアクセス）とITUT 
SG９（映像 ・ 音声伝送，および統合型
広帯域ケーブル網）において，放送通
信連携システム（IBB system: In te
grated BroadcastBroadband digital 
television system）に関する勧告化が
進められています．SG９では要求条件
勧告J.205が2012年 1 月に，アーキテ
クチャに関する勧告J.20６が2013年 1
月にそれぞれ勧告化に合意されまし
た．WP６Bで は，ITUT勧 告J.205に
対応する放送通信連携システムの要求
条件新勧告案の作業文書を作成してお

り，2012年10月の会合でさまざまな
放送通信連携システムに関する情報を
集めた新レポート案に向けた作業文書
が作成されました．2013年 4 月の会
合で日本からもハイブリッドキャスト
をレポートに盛り込む提案が実施さ
れ，地デジ放送で用いられている
BML Type2の 情 報 と と も に 報 告
ITUR BT.22６7に盛り込まれ，2013
年 ８ 月に発行されています．

 W3Cにおけるスマート 
TVに関する議論

■WebandTV
W3CにおけるスマートTVに関する

議論は，WebとTVの統合サービスに
関する検討として，2010年 ９ 月東京
で開催された第 1 回ワークショップを
皮切りに活発化しました．この会合に
は通信事業者，放送事業者，メーカな
どさまざまな立場のステークホルダが
参加し，技術的な要件やサービスとの
関係を議論するWeb and TVインタレ
ストグループ（IG）設立が合意され
ました．その設立を受けて2011年 2
月には第 2 回ワークショップがベルリ
ンで開催され，ホームネットワーク内
機器連携や適応配信制御，コンテンツ
保護といった分野での検討の必要性が
明確化されました．さらに2011年 ９
月には第 3 回ワークショップがハリ

＊2	 HSTP.IPTV-Gloss：Technical Paper 
Glossary and terminology of IP-based 
TV-related multimedia services.

＊3	 ISDB-T：電波産業会（ARIB）で策定され
ている地上デジタルTV放送方式規格．日本
国内での地デジ放送に使用されています．
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ウッドで開催され，コンテンツ制作事
業者，配信事業者を交えて，それぞれ
の視点でのトピック抽出とデモセッ
ションでの実装アピールが行われまし
た．これらのワークショップを経て，
グループ内にタスクフォース（TF）
が設立され，ユースケースや要求条件
の検討が進みました（図 2 ）．
■TFでの検討

主なTFでの検討内容について紹介
します．

（1） 　ホームネットワークTF（HNTF: 
Home Network Task Force）

家庭内でTVやタブレットなど複数
のスクリーンを利用するマルチスク
リーンシナリオが検討されています
が，ローカルなホームネットワーク内
でのデバイスやサービスを発見し，管
理する必要があります．HNTFでは既
存技術とのギャップ解析が求められた
ため，UPnP（Universal Plug and　
Play）＊4やCableLabsで定められたAPI
などを検討材料として，さまざまな
ユースケースが議論されました．その
中でサービスやコンテンツの発見，プ
レイヤやレコーダの制御，コンテンツ
保護，セキュリティ，プライバシなど
の要求条件を検討し，要求条件文書（3）

が作成されました．W3CではIGは要
件検討のみを実施するため，具体的な
仕様の作成はWG（Working Group）
で実施されますが，この要求条件は
DAP WG（Device APIs WG）での 

Service Discovery API検討などに議
論が継続しました．

（2） 　 メ デ ィ ア パ イ プ ラ イ ンTF
（MPTF: Media Pipeline Task 
Force）

WebとTVを連携させたサービスを
実現するため，HTML5の映像，音声
およびメディアインタフェースの要求
条件を検討することと，そのAPIを提
案することを目的に設置されました．
MPTFでは，各国の規制や消費者が
求める現行のTVサービスをHTML5
ブラウザ上で実現するため，広告の挿
入やイベント同期，副音声や字幕等の
要求条件の検討が議論され，インター
ネットのような信頼性が確保されない
ネットワークでもコンテンツを安定か
つ安全に配信できるようにする適応配
信（4）やコンテンツ保護（5）の要求条件が
取りまとめられました．これらの要求
条件はHTML WGで，MSE（Media 
Source Extensions），EME（Encrypted 

Media Extensions）といった仕様の議
論につながっています．

今後の展開

ITUやW3CでのスマートTVに関す
る標準化が行われていることからも，
スマートTVに対して世界的に関心が
高まっていることがうかがえます．日
本でも，今後，本格的なスマートTV
サービスの提供が期待されます．
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図 2 　Web and TV IGと各WGの関係
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＊4	 UPnP：UPnPフォーラムが定めたネット
ワーク機器連携のためのプロトコル．


