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ユーザを感動させるエポックメイキングなサービス創出への挑戦

Kirari!で実現する超高臨場感
サービス

NTTサービスエボリューション研
究所は，2020年に向けて「競技空間
をまるごとリアルタイムに日本国内は
もとより世界へ配信する」コンセプト
を掲げ，競技の感動を世界中で共有で
きるサービスの提供に向けて，イマー
シブテレプレゼンス技術「Kirari!」
をはじめ，それを支える超高臨場感メ
ディア生成技術，空間･環境情報同期
配信技術，コンテンツ利用許諾管理技
術に取り組みます．これらの技術を確
立し，あらゆる場所であたかも競技場
にいるかのような体験を感じることが
できる世界の実現を目指します．

超高臨場感サービスを支える技術

■イマーシブテレプレゼンス技術
「Kirari!」
イマーシブテレプレゼンス技術

「Kirari!」は，これまで研究開発を進
めてきた，次世代映像圧縮技術H.265/
HEVC（High Efficiency Video 
Coding）（1），音の情報を歪みなく圧縮
するロスレス音声符号化技術MPEG- 4  
ALS（Audio Lossless Coding）（2）と，
新たに研究開発に着手した高臨場感メ

ディア同期技術Advanced MMTを組
み合わせて，選手の映像や音声のみな
らず，選手が存在する環境をそのまま
伝送し，伝送先で照明やロボットなど
環境に存在するリアルな物を連動させ
て，音声とともに，プロジェクション
マッピングにより再現する技術です．
Advanced MMTは，サイズや照明 ･
音響などの設備が異なる競技会場と
伝送先空間であっても，被写体を実物
大で伝送しつつ，被写体以外は伝送先
のサイズにフィットした情報を伝送
し同期再現することで，平面の映像で
味わえる臨場感をはるかに超えるか

たちで，あたかも目の前で競技が行わ
れているように見えることを目指し
ます．
2020年には，4K ･ 8K放送の普及に
よって，多くの視聴者が，TVで，あ
るいは，パブリックビューイングで，
世界各地でのスポーツの感動が共有
されることが予想されますが，平面の
ディスプレイで表現可能な臨場感に
は限界があります．そこで，Kirari!
によって，あたかも競技会場にいるか
のように，世界の多地点で同時刻に競
技を体感いただけることを目指して
います（図1）．

高臨場感 イマーシブテレプレゼンス メディア同期技術

「速い !!」「高い !!」と
体感させて，観戦者の目を
輝かせる（Kirari!） 

あたかも競技場にいるかのような体験を
　　あらゆる場所で感じることができる世界

図 1 　イマーシブテレプレゼンス技術「Kirari!」が目指す世界

競技の感動を世界中で共有できるサービスに
向けた技術開発

NTTサービスエボリューション研究所では，あたかも競技場にいるかの
ような体験をあらゆる場所で感じることができる超臨場感サービスのコン
セプトを掲げ，その実現に向けイマーシブテレプレゼンス技術「Kirari!」
を確立していきます．本稿ではKirari!を支える，「超高臨場メディア生成
技術」「空間・環境情報同期配信技術」「コンテンツ利用許諾管理技術」の
取り組みについて紹介します．
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■超高臨場メディア生成技術
超高精細映像については，4K映像に
とどまらず，8K映像やさらにそれらを
凌駕する超高精細映像を伝送できる超
高精細映像のメディア処理技術の確立
を目指します．具体的には，複数拠点，
複数カメラで撮影された高精細な映像
や音声データを合成･一体化し，複数
の表示デバイスを利用して再現する
「超高臨場メディア生成技術」の実現
を目指します．この技術により，例え
ばパブリックビューイング会場の大画

面には合成した超高精細映像を，ス
マートフォンなどの携帯端末には利用
者に合わせたコンテンツを表示し，さら
には映像や音声などさまざまなメディ
アデータを組み合わせて提示すること
で，再現環境に柔軟に対応し，これま
でにない高臨場感を再現します（図2）．
これまで，4K映像伝送については，
NTTが開発したHEVCエンコード技
術を活用し，商用ネットワークを使っ
た伝送トライアルを実施しています．
阪神甲子園の4Kライブビューイング

のトライアル（3）では，阪神甲子園球場
に設置した4Kカメラにて撮影したプ
ロ野球の映像をH.265/HEVCエン
コーダにより圧縮し，NTT西日本の
法人向けネットワーク「ビジネスイー
サワイド（4）」を通じて4K映像をライ
ブビューイング会場へリアルタイムに
伝送しました（図3）．電話応対コン
クール全国大会のパブリックビューイ
ングのトライアル（5）では，フレッツ光
ネクストにおける「フレッツ･キャス
ト」を用いて，ベストエフォート型の

※４K超高精細技術が生み出す
臨場感・没入感あふれる“新たな映像サービス”

※４K超高精細技術が生み出す
臨場感・没入感あふれる“新たな映像サービス”

240インチの超大画面

阪神甲子園球場

商用ネットワーク

NGNイーサーネットサービス

5.3 m

3.0 m

あべのキューズモール ビアガーデン

■プロ野球リアルタイム中継〔阪神甲子園球場―あべのキューズモール〕
■阪神甲子園球場で野球観戦しているような臨場感で，ビールを楽しめる！

カメラ位置カメラ位置

図 3 　阪神甲子園トライアル

図 2 　再現環境に応じた高臨場感サービスイメージ
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IPv6マルチキャスト配信による多拠
点への4K映像配信を実証しました．
2014佐賀インターナショナルバルー
ンフェスタのライブビューイングのト
ライアル（6）では，佐賀バルーンフェス
タ会場の4Kカメラで撮影した映像を
ベストエフォート型回線「フレッツ光
ネクスト隼」（7）を用いて，多地点への
4K映像配信を実証しました．
これらトライアルを通じて，HEVC
エンコード技術と商用ネットワークが，
高精細な4K映像を遠隔地へ伝送する
手段として有効であることが確認でき
ました．引き続き8K以上の超高精細映
像伝送に向けた超高臨場メディア生成
技術の研究開発に取り組む予定です．
■空間 ･環境情報同期配信技術
ナチュラルコミュニケーションサー
ビスのためには，映像･音声および，
それら以外の空間･環境情報を集信し，

これらを同期して低遅延で効率的に配
信することが必要です．例えば，空間･
環境から抽出および集信した超高解像
度の映像を複数の再生装置で分担して
提示する場合や，映像や音声に加え，
照明，温度などの環境情報について，
タイミングを合わせて切替制御する場
合などでは，再生装置ごとに個別では
なく，さまざまな情報が統合的にユー
ザに提示される必要があり，同期配信･
提示の仕組みが重要になります．また，
将来的に双方向で空間･環境情報をや
り取りするためには，低遅延での情報
送受信が必要になりますので，情報送
信のための処理時間や受信端末での
バッファリング時間を低減するための
技術が重要となります．超高解像度映
像や音声，環境情報を同期配信して
ユーザ環境で空間･環境を再現するシ
ステムのイメージを図4に示します．

NTTサービスエボリューション研
究所では，空間･環境情報同期配信技
術の確立に向けた取り組みとして，ま
ず，高精細映像や音声を対象とした同
期配信･提示を実現する，マルチコン
テンツ同期配信･提示システムの研究
開発を進めています．マルチコンテン
ツ同期配信･提示システムでは，ISO/
IEC 23008- 1 やARIB STD-B60など
で標準化の進んでいるMMT（MPEG 
Media Transport）方式を伝送フォー
マットとして採用することで，映像･
音声コンテンツと合わせて，提示時刻
情報（UTC）を配信し，受信端末での
同期提示を実現します．また，ISO/
IEC 23008-11にて規定される提示制御
用 のXML情 報 で あ るComposition 
Informationを送受信することで，受
信端末で複数の映像･音声コンテンツ
をユーザの利用意図に合わせて自由に

4k 4k 4k 4k 4k

4k 4k 4k 4k 4k

4k 4k 4k 4k 4k

4k 4k 4k 4k 4k

ユーザ環境での
空間・環境再現

高精細映像

…

…

…

…

分割
映像エンコード
制御（HEVCなど）

MMTストリーム
送出制御音声

音声エンコード MMTストリーム
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環境情報
（照度，温度など）

環境情報
符号化
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送出制御

ネットワーク

同時提示
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MMTストリーム受信

映像デコード

同時提示制御
MMTストリーム受信

音声デコード

同時提示制御
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環境情報復号

図 4 　ユーザ環境で空間・環境を再現するシステムのイメージ
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統合提示することを可能とします．マ
ルチコンテンツ同期配信･提示システ
ムは，図5に示すような構成でコンテ
ンツ同期配信機能と提示制御情報配信
機能を実現し，複数の高精細映像と高
精細映像から切り出して生成した部分
映像を配信して，それらをユーザの意
図に合わせて複数の端末で同期提示す
ることが可能です．これにより，ディ
スプレイや端末の大きさや処理能力の
制限に縛られず，再生したいコンテン
ツを自由に楽しむことができます．
■コンテンツ利用許諾管理技術
超高臨場感サービスにおいては多く
の人が撮影した多様な映像を利用する
ことも想定されており，4K動画撮影
が可能なスマートフォンなどが出始
め，その環境が整いつつあります．多
様な映像を安心して利用するために
は，手軽に映像の利用許諾を管理でき
る仕組みが求められます．高画質な映
像が安易にデジタルコピーされ，意図
しないかたちで利用されてしまうこと
のないようなコンテンツの利用許諾管
理についても研究を進めていきます．

従来のコンテンツ管理は，中央集権
的なかたちで許諾管理が行われること
が一般的でした．しかし，中央集権型
では一元管理を行っているシステムの
セキュリティが破られると系全体が崩
壊する，およびコンテンツの制作者か
らすると自身の定めたポリシーでの柔
軟な管理が行いにくいといった問題点
がありました．これらの問題点を踏ま
え，NTTでは室蘭工業大学と共同研
究を実施し，ネットワークの参加者そ
れぞれから少しずつ計算リソースを集
めることで，中央集権的な管理者を置
かなくとも信頼性を十分に担保可能な
全く新しいコンテンツ管理技術に関す
る研究開発を行っています．
ブロックチェーン＊と呼ばれるネッ
トワーク参加者全体に共有される許諾
情報に関するすべての履歴を記録した
公開の台帳を軸に，公開鍵暗号方式
による電子署名などの暗号部品を組み
合わせることによって信頼性の高いコ
ンテンツ管理を実現可能としていま
す．ここで，ブロックチェーンはその言
葉どおり「鎖」のようなデータ構造と

なっており，すべてのデータが前後の
ものと紐付けられて記録されています．
具体的な許諾発行の仕組みを図6に
示します．
①まず，コンテンツの制作者がその
コンテンツの持ち主しか持ち得ない秘
密鍵を利用し，誰にどんな許諾を与え
るかを記載した許諾情報に電子署名を
付けてネットワーク全体にブロード
キャストします．この時点で，電子署
名によりコンテンツの持ち主以外は許
諾を発行できないことが保証されま
す．また，ブロードキャストされた許
諾情報がブロックチェーンの中に記録
されることでアクセス性や永続性が担
保されます．
②許諾情報をブロックチェーンに含
める際，つまり，新たなブロックをブ
ロックチェーンに追加する際には，追
加するブロックに関するハッシュ値の
計算において，先頭n桁が 0となるよ
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図 5 　マルチコンテンツ同期配信・提示システム

＊ ブロックチェーン：デジタル（仮想）通貨など
で利用されている，データのやり取りを鎖のよ
うなかたちで記録した履歴．サービスに参加す
るネットワーク上の利用者に共有されます．
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うな付加情報（ナンス）を探すという
計算量の大きな問題を参加者全体に競
争的に計算させます．これは，ブロッ
クチェーンの偽装を困難とするため
に，あえて計算量の大きな問題が設定
されます．
③最後に，誰かが問題の答えを見つ
けるとブロックチェーンに許諾情報を
含むブロックが追加され，許諾情報が
参加者全体の力により信頼性を担保し
て承認されます．
こうしたコンテンツ管理の仕組み
が世の中に受け入れられるためには，
技術の良し悪しだけでなく，普及に向
けたコミュニティ活動も重要になる
と考えています．今後，コンテンツ制
作者やメーカなど多くのステークホ
ルダと連携した取り組みを進めてい
く予定です．

今後の展開

NTTでは，2020年までに，さまざ
まなパートナーとのコラボレーショ
ンを通じ，スポーツやライブイベント

において，超高臨場感のある観戦を世
界中の人々に体感いただけるように，
研究開発に取り組んでいきます．
Kirari!によって，遠隔の複数の体育
館やライブ会場に，競技空間をまるご
と伝送し，再現することで，遠隔地に
いる観戦者は，まさに目の前で，競技
場などで繰り広げられる競技を「その
まま」観戦することができ，「速い！」
「高い！」といった体感の共有が可能
になります．また，地方の祭りなどの
無形文化財など，遠隔ゆえに，これま
で多くの方が鑑賞することが困難な
イベントなどへの適用も検討してい
く予定です．
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①制作者から許諾情報を発行

コンテンツのID：
　125AEAD…
許諾を与える人：
　A700EB7…
許諾の種類：
　再生許可（再生キー）

　　　制作者の電子署名
許諾情報をネット
ワーク全体に向け
ブロードキャスト

②参加者全体で難しい数式を
　競争的に計算，答えを探す

ナ
ン
ス

ブロック　N＋ 1番 ハッシュを計算した
結果が先頭n桁が 0と
なるための付加的な
情報

N番のハッシュ値：5F48B9…

一定時間の許諾情報をすべて
まとめてブロックをつくる

参加者

ナンスの発見には
膨大な計算が必要

③誰かが答えを見つけ出すとブロックが
　追加され許諾が承認される

ネットワーク上の
ブロックチェーンに
新たなブロックが追加

ブロックチェーン

N+ 1 番追加

信頼性が担保される理由

・全員がブロックチェーンを保有しているので改ざん
はブロックチェーン全体に行う必要あり
・不正情報をブロックチェーンに追加するには，ある
時点以降のブロックすべての改ざんが必要

…
＋

図 6 　ブロックチェーンの仕組み
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2020年には世界のどこにいても競技会
場にいるのと同じような感動を得られる世界
の実現を目指し，サービス提供に必要となる
要素技術の研究開発に取り組んでいきます．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
 ナチュラルコミュニケーションプロジェクト
TEL 046-859-3901
E-mail　ecp-hosa lab.ntt.co.jp


