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デジタルシネマとDCI仕様

デジタルシネマには，①画像が美し

い，②配信・保存・破棄などの扱い

が簡単である，③セキュリティが高い，

といった数々のメリットがあるため，こ

れまで映画業界では「夢の映画」とい

われてきました．実際，世界中に映画

を供給しているハリウッドの各スタジ

オでは，映画の制作工程，特にポスプ

ロ（post production）編集工程で

は，早くからデジタル化が進み，現在

では全作品の６割から８割，メジャー

映画のほとんどは，デジタル・イン

ターメディエート（D I：D i g i t a l

Intermediate）と呼ばれるデジタル

プロセスで編集されています(1)．

しかしながらスタジオ内でのデジタ

ル化の浸透とは対照的に，これまで配

給・興行の工程については，なかなか

デジタル化は進まず，フィルムでの配

給・興行が続けられていました．これ

は，グローバルな視点でのデジタルシ

ネマの配給・興行工程に対する「標準

規格」が存在しなかったため，多くの

組織や広い地域にわたる配給や興行工

程ではシネマのデジタル化が困難だっ

たからです．そこで，米国ハリウッド

がデジタルシネマの配給および興行工

程に関する技術標準化に乗り出し，技

術仕様作成を目的に2002年に７大ス

タジオによって設立された時限合弁会

社（LLC）がDCI（Digital Cinema

Initiatives）＊です（図１）．DCIは，

４年間の検討期間を経て昨年７月，

映画の中心地ハリウッドから世界へ向

けて新たなデジタルシネマの技術仕様

を発表しました．この技術仕様がDCI

仕様と呼ばれるものです(2)．DCI標準

では，100年の歴史を誇るフィルムに

代わり，高いレベルの技術パフォーマ

ンスと信頼性，そして品質管理を可能

とするオープンなデジタルシネマアーキ

テクチャを目標としています．

DCI仕様はデジタルシネマ技術の事

実上の国際標準として映画産業へ大き

なインパクトを与える可能性を持って

おり，今後，世界的にDCI仕様準拠

の配給・興行システムによるデジタル

シネマが本格的に普及すると予想され

ています．またすでに日本でも総務省

のデジタルシネマプロジェクトにおい

て研究開発を進めており，この新しい

規格の活用に関する検討が進められて

います．

共同トライアル

DCI標準仕様書はできましたが，本

格的な普及のためには，映画制作者，

配給事業者，ネットワーク事業者，劇

場事業者といったデジタルシネマの

配給から興行まで必要なメンバが集ま

り，DCI仕様に基づいて，その実証検

証から行う必要があります．そこで，

DCI仕様策定にあたり，中心メンバと

して主要な役割を果してきた米国ワー

ナー・ブラザーズ（WBEI: Warner

Bros. Entertainment Inc.），ワー

ナー・ブラザーズ映画の国内配給を担

当する日本法人のワーナー・エンター

テイメント・ジャパン（WEJ），高品

質な大容量コンテンツを高セキュリ

ティに配信する技術を開発してきた

NTT，さらに2001年夏に映画『千と

千尋の神隠し』（スタジオジブリ製作，

東宝配給）のデジタルシネマ配信実験

の共同実施等で先進的な取り組みを展

開してきた東宝とNTT西日本が各社

の強みを軸に協力し，高速光ファイバ

網を用いて配給から興行までの技術検

証および新たなサービスモデルの確立

に向けて，デジタルシネマ共同トライ

アル「4K Pure Cinema」を昨年10
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月22日に開始しました(3)．本トライア

ルは，『ティム・バートンのコープスブ

ライド』を第一弾として，DCI仕様準

拠デジタルシネマを複数の商業用映画

館にネットワーク配信し，継続的かつ

常態上映するという点においては「世

界初」の取り組みであり，最新作品を

ハリウッドからネットワーク配信し，革

新的な最高品質の映像を世界に先駆

けて全国一斉公開しています．今回実

施される共同トライアルの主要な目的

は，DCI仕様デジタルシネマの配給か

ら興行までのプロセスについて総合的

な評価を実施することです．このため

トライアルでは，DCI仕様において最

高水準となる４K規格と，その４分の

１の画素数を持つ２K規格の両方での

上映を実施しており，映像品質，運用

体制，セキュリティ，ネットワーク配

信や劇場運営のコスト等について，映

画鑑賞者による評価も交えながら，技

術や運用などの観点から幅広く実用性

を検証しています．

実験システムの構成図を図２に示し

ます．まず，米国バーバンクにある

WBEIで制作および色調整された映

画作品は，デジタルデータの形式で

W B E Iの送出センタであるG D M X

（Global Digital Media eXchange）

に送信され，そこで，データ圧縮，関

連するファイルの一体化，暗号化など

の処理が実行され，デジタルシネマ

パッケージ（DCP）が作成されます．

その後，日米間をつなぐ高速光ファイ

バ実験回線でDCPが，NTTの横須賀

研究開発センタにある配信センタ２に

届けられ，そこでDCPに吹き替えや字

幕挿入などの加工が実行されます．そ

の後，NTT西日本が運用する，大阪

の配信センタ１へDCPが配信されま

す．NTTの配信センタ２および配信

センタ１からは，国内の光ネットワー

クを使い，「ヴァージンTOHOシネマ

ズ六本木ヒルズ」「シネマメディアー

ジュ」「TOHOシネマズ高槻」の３劇

場にDCPを配信します．同時に，配

信センタ１ではDCPを利用するための

暗号鍵を生成し，上記３劇場に配信

します．このような，将来的な映画配

給に向けたネットワーク技術を検証し

ます．

共同トライアルの詳細

■トライアル期間

昨年10月22日～本年８月31日

■トライアル会場

(1) 送出センタ

・WBEI GDMX（米国カリフォルニ

ア州ロサンゼルス）

図１　デジタルシネマの工程と各社の分担�

DSM : Digital Source Master�
DCDM : Digital Cinema Distribution Master�
DCP : Digital Cinema Package

ハリウッドでは早くからデジタル化が進行�
�

今回の共同トライアル�
での役割分担� NTT・NTT西日本（劇場内装置やネットワークなどの技術サポート）�

WBEI/WEJ�
�

NTT・NTT西日本� 東宝�
�

銀塩�
カメラ�

デジタル�
カメラ�
�

ポスプロ�
編集�
�

DSM�
�

劇場用�
色調整�
�

DCDM�
�

吹替え�
字幕�
作成�

圧縮�
暗号化�
ファイル�
一体化�

DCP�
�

配信�
�

暗号化�
のまま�
一時�
蓄積�
�

リアルタイム�
暗号復号�
伸長�
上映�
�

盗撮防止用�
電子透かし�

鍵配信�
�

暗号鍵�

フィルム�
スキャナ�

CG

DCIでの規定範囲�



特
集

NTT技術ジャーナル 2006.4 49

(2) 配信センタ

・配信センタ１：NTT西日本大阪

データセンタ内

・配信センタ２：NTT横須賀研究

開発センタ内

(3) 劇場（公開上映）

・ヴァージンTOHOシネマズ六本木

ヒルズ（東京都港区六本木）

（図３）

・シネマメディアージュ（東京都港

区台場）

・TOHOシネマズ高槻（大阪府高

槻市）

■これまでに上映した映画作品

今後も順次映画作品を準備予定

です．

(1) 昨年10月22日より全国一斉

公開

『ティム・バートンのコープスブライ

ド』４Kデジタルシネマ版

・監督：マイク・ジャクソン／ティ

ム・バートン

・上映劇場：シネマ メディアー

ジュ，TOHOシネマズ高槻

(2) 昨年11月19日先行上映，26

日より全国一斉公開

『ハリー・ポッターと炎のゴブレッ

ト』４Kデジタルシネマ版

・監督：マイク・ニューウェル（J・

K・ローリングスの作品に基づく）

・上映劇場：ヴァージンTOHOシ

ネマズ六本木ヒルズ，TOHOシ

ネマズ高槻

■トライアル内容およびトライアル参

加者の主な役割

本トライアルでは，米国の送出セン

タと日本国内の配信センタおよび劇場

への光ファイバネットワークや，暗号

化，鍵管理システム，不正操作防止

システム，セキュリティ管理を含むDCI

仕様デジタルシネマの配信・上映設備

を構築し検証しています．これは，商

業用映画館における常態興行として世

界初のDCI仕様準拠デジタルシネマ上

映となります．

実験では，映像品質，鑑賞者によ

る評価，運用体制，セキュリティ，ネッ

トワーク配信や劇場運営コスト等技術

面から事業面までさまざまな観点で検

証中です．本トライアル参加社の主な

役割分担は次のとおりです（図１）．

(1) WBEIおよびWEJ

・送出センタの構築・運用管理

・DCI仕様準拠の高品質デジタルシ
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ネマコンテンツの提供

(2) NTT

・米国－日本，国内配信センタ間，

都内劇場までの高速光ファイバ網

の提供

・配信センタ２の提供

・DCI仕様に準拠したデジタルシネ

マ配信システムの提供

(3) NTT西日本

・西日本エリアにおける高速光ファ

イバ網の提供

・配信センタ１の提供

・デジタルシネマ用劇場機器制御装

置（TCB: Theater Control

Box）の開発・提供

(4) 東宝

・上映劇場の提供

・劇場興行の運営

・デジタルシネマ上映システムの運

用管理

今後の取り組みについて

映画業界は，21世紀を迎えて映画

とデジタルテクノロジとの融合による大

きな転換点に直面しており，これまで

のアナログフィルムからデジタルシネマ

への移行が模索されています．しかし，

100年を超えて映画業界を支えてきた

アナログフィルムの配給モデルに代わ

るデジタルシネマの実用的な配給モデ

ルはいまだ確立されていません．本共

同トライアルでは，スタジオと映画館

を高速ネットワークで結ぶ次世代の制

作から配給さらには興行モデルの確立

に向けて検討を推進中です．すでにト

ライアルを開始して1,000回以上デジ

タル上映を実施しました．

今後の取り組みとしては，映画作品

数やトライアル参加者の拡大等につい

ても検討中です．本トライアルを通じ

てDCI仕様の普及を推進していく予定

です．
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この共同トライアルを通じて，デジタル

シネマの技術面やワークフローについて十

分検証を行い，国内のシネマのデジタル化

に貢献したいと思っています．

◆問い合わせ先
NTT第三部門
ビジネスクリエーションプロデュース
TEL 03-5205-5370
FAX 03-5205-5803
E-mail 4kpc@ml.hco.ntt.co.jp
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