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IPTVの最新技術動向

メタデータ

携帯電話

特
集

IPTVにおけるメタデータ活用技術
こ ん や

ゆ う こ

※１

紺家 裕子

あ き の

ほりぐち

/秋野 泰志

きょうたろう

かわもり

堀口 恭太郎
く わ の

番組情報メタデータを活用しIP放送と携帯電話を連携させた効果的なサー
ビスを提供することが可能になります．携帯電話のメール機能を用いたメタ
データ配信サービスを例にとり，サービスとそれを支える技術を紹介します．
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放送したコンテンツをVODとして提供

スキーマは，TV-Anytime Forum (2) ，

する，さらに携帯電話向け配信用に変

およびARIB（Association of Radio

デジタル放送の普及などに伴って世

換するなど，１つの素材から複数形態

Industries and Businesses： （ 社 ）

の中での放送と通信の連携・融合への

で提供するワンソース・マルチユース

電波産業会） で規定されている標準

気運が高まっており，NTTグループ内

という利用法も進んでいきます．これ

規格が基となっています．

でもIPTVへ向けたサービスおよび方式

らのことにより類似したコンテンツが増

に関する検討が活発化してきています．

え，コンテンツ数が膨大になるため，

は，配信制御メタデータや権利情報メ

NTTサイバーソリューション研究所で

視聴者が好みのコンテンツを得ること

タデータなど複数種類ありますが，視

はかねてよりメディア流通サービス と

が困難になります．この困難を解決す

聴者が直接目にするメタデータは「番

してIPTVに関する技術の研究を行っ

ることは，操作が簡便な既存のTVか

組 メタデータ」 と「 セグメントメタ

てきましたが，現在検討されている

らIPTVサービスへの移行を促す非常

データ」になります．

IPTVサービスはそれらの技術を基に実

に重要な要素となります．

IPTVにおける現状と課題

(1)

現されるものとなります．
IPTVとは，IPネットワークを利用

IPTVにおけるメタデータ

(3)

I P T V で利 用 されるメタデータに

番組メタデータは番組のタイトル，
概要文，キーワード，ジャンル，クレ
ジット（出演者名・監督名など），放

した映像配信サービスです．IPTVで

前述の課題を解決するためには，利

送時間（配信期間），配信経路（チャ

は現在のTV放送と同様に放送番組が

用者が効率的にコンテンツを探すこと

ネル）など番組の内容を表す情報が

スケジューリングされていて，複数の

ができる仕組みが重要になります．例

含 まれています． 番 組 メタデータは

人が同じ番組を視聴するIP放送（IP

えば，キーワードやジャンルなどを用い

IPTVサービスのさまざまな場面で利

マルチキャスト放送）およびそれぞれ

た番組検索や利用者の嗜好情報に基

用できますが，主なものとしてEPG

の利用者が好きなときに好きな番組を

づいたお薦め情報の配信などが効果

（Electronic Program Guide）があ

見るVOD（Video On Demand）が

的です．このために重要な役割を担う

ります．EPGでは，番組情報をメタ

提供されます．ブロードバンドネット

のが「メタデータ」です．メタデータ

データを基に表示することでさまざま

ワークのさらなる普及やコンテンツ供

は，より柔軟な番組の検索や詳細な番

なかたちで番組一覧を提示することが

給環境の変化に伴い，このサービスで

組情報の提供を可能にし，IPTVサー

できます．放送ではスケジュールが決

提供されるコンテンツの量は，従来と

ビスをより楽しく，使いやすくする技

まっているため，チャネルごとに時系

比較してたいへん多くなることが想定

術です．

列になっているいわゆるラテ欄（ラジ

されます．また端末の多様化により，
※1 現，NTT東日本
※2 現，NTT第三部門

IPTVサービスにおけるメタデータ

オ・テレビ欄）形式のもの，VODで

は ， XML（ eXtensible Markup

はジャンルごとに表示する形式がよく

Language）で記述されており，その

使われています．

NTT技術ジャーナル 2006.8

19

IPTVの最新技術動向

セグメントメタデータとは番組メタ

映させることが可能です．

データ内のセグメント区間情報を利用

データの一部であり，番組内のシーン

ライブメタデータ放送の画面例を

の情報を記述したメタデータです．例

図１に示します．放送中の映像と合わ

えば，ニュースのトピックごとや映画

せ打席ごとのシーン概要が一覧で表示

次に，高度タイムシフト視聴を実現

のチャプタごとというように，１つの番

されます．これは，一打席を１つのセ

するためのシステム概要を図２に示し

組の中の各シーンの区間に対して付け

グメントと定義した例になります．野

ます．このシステムはメタデータ生成

るメタデータになります．セグメントメ

球中継が進むにつれて終了した打席数

部とメタデータ配信部から構成され

タデータは番組に連動するデータ放送

が増加しますので，それに合わせて図

ます．

やVODでのチャプタリストに利用でき，

１の左側のタイトル一覧が変化（増

①

シーンごとの検索やシーン単位の視聴

加）していきます．打席数が増加し

画像認識や音声認識を用いること

が可能になります．

てきた場合には，打席の内容（ヒット

で，オペレータ操作を軽減し，半

本稿では，IPTVサービスをより効

シーン，得点シーンなど）や選手名で

自動的にセグメントメタデータを

果的に利用するための仕組みとして，

の並べ替えなどができれば見たいシー

生成します．セグメントメタデー

番 組 メタデータおよびセグメントメ

ンを容易に見つけることが可能です．

タ生成を効率化し，リアルタイム

タデータを活用したサービスを紹介し

またシーン概要だけでも各打席の

することにより，VODで該当シーンだ
けをリプレイすることが可能です．

のメタデータ生成を可能にします．

状況はある程度分かりますが，ハイラ

ます．

高度タイムシフト視聴サービス

リアルタイムメタデータ生成：

②

セグメントメタデータリアルタ

イトシーンなどで実際に映像を視聴し

イムアップデート配信：生成され

たいという場合には，セグメントメタ

たセグメントメタデータはメタデー

例えば，野球中継の途中で帰宅し
た場合など，生中継の視聴を始める前
にその時点までの試合の流れの概略，

野球中継2006

または好きな選手のシーンやハイライ
トシーンなどをかいつまんで視聴できる
というのは番組の楽しみを大きく高め

一覧 ヒットシーン ダイジェスト

ることにつながります.

２回表 秋山（NTT）ホームラン

セグメントメタデータを用いることで

放送中映像
秋山夏男：背番号９
外野手
打率：２割３分３厘

３回表 池田（NTT）三振

可能となるIP放送とVODのリアルタ

３回表 高橋（NTT）ヒット

イムの連携を基に，IPTVサービスでは

４回表 鈴木（NTT）三振
再生

上記のような視聴シーンを実現するラ
イブメタデータ更新サービスを提供す

選択シーンをVOD再生

ることができます．ライブメタデータ更

図１

２回表，NTT秋山はピッ
チャー原田からレフトス
タンドへの豪快な一発

シーンの概要文

シーンタイトル

高度タイムシフト視聴サービス

新サービスは，スポーツ中継やニュー
ス番 組 など生 中 継 の番 組 において，
時々刻々と変わっていくシーンの情
報をセグメントメタデータとして記述
メタ
データ

し，IPネットワークを利用して配信す
るサービスです．IPTVでは従来のデジ
タル放送と同様に，データサービスで
配信される文字図形情報を放送映像

映像
音声

リアルタイム
メタデータ生成

データ
放送

メタデータ
配信

と重ね合わせて画面に表示することが
でき，受信機は最新のセグメントメタ
データを受信し，データ放送画面へ反
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図２

高度タイムシフト視聴メタデータ配信システム

TV

特
集

タ配信サーバに配置されます．配

す．メタデータメールサービスの概要

視聴などが可能です．メタデータメー

信サーバにてデータ放送の形式に

を図３に示します．

ルでは詳細な情報もまとめて配信する

変換し，定期的にデータ放送画面

メタデータメールの基 本 は， メタ

ため，通信をせずに画面を切り替えて

をリフレッシュすることで新しい

データそのものを携帯電話に配信し，

多くの情報を表示することができます，

メタデータを取り込んだデータ放

携帯電話上では専用のソフトウェアで

このため地下や電波状況が悪い場所に

送画面がTVへ配信されます．

読 み取 ることでメタデータの詳 細 な

おいても楽しむことが可能になります，

内容をグラフィカルに表示するという

また携帯端末の位置情報の通知機能

ものです．画像や複数画面遷移を用

を利用することで利用者の所在に関連

ワンセグ 放送の開始により携帯

い，テキストやHTMLのメールに比べ

した情報の送付もでき，これによりタ

電話などの移動端末によるTV視聴も

てリッチな情報の提示が可能となりま

イムリな情報を利用者が容易に得る

普及期を迎えました．移動端末の場

す．また視聴予約・録画予約やブック

ことができます．メタデータメールのイ

合，外出先や移動中に利用できる必要

マーク，短い予告編等のクリップ映像

メージを図４に示します．

メタデータメール

があります．また携帯電話の画面は小
さく高画質の映像をじっくり見るとい
うよりは，空いている時間に情報を検

口コミメール

索し，映像は自宅へ帰ってから大画面
のTVで落ち着いて視聴するというよう
な利用シーンが多くなると思われます．

メタデータメール
EPG・ECGメール
配信システム
Webサイト情報

そのため移動体向けのサービスとして
は，メタデータの内容を見るだけで楽

メタデータ
メールリーダ

赤外線など

しめ，検索やブックマーク機能があっ
たり，自宅のTVへ検索結果やブック
マーク情報を送信できたりするサービ
スが有効です．メタデータメールは，上

Aさん自宅のTV

Aさんの携帯電話

Bさんの携帯電話
ECG：Electronic Content Guide

記のようなメタデータの閲覧や自宅の
図３

受信機との連携を実現するサービスで

オススメメール！
野球中継2006
巨人対阪神 第10回戦
白熱した戦いをお見逃しなく!
放送 ５/20 19:00〜21:00

オススメメール！（詳細）
①選択した詳細画面では
シーンの情報を
画像と概要文で紹介
クリップ映像も視聴可能

今日のニュースダイジェスト
ニュースをダイジェスﾄでお
届けします．時間のないかた
はトピックだけでも見てね．
放送 5/20 23:00〜24:00
街めぐり
今週は横浜を特集！定番スポ
ットから穴場まで．Webサイ
トへのリンクもあるよ．
放送 5/20 12:00〜13:00

メール

詳細

④友達へ口コミメール

予約

メタデータメールサービスの概要

今日のニュースダイジェスト
昨日のニュースダイジェストの様
子をメタデータでご紹介します．
キャスター：通研花子
解説：通研太郎
放送時間 毎日23:00〜24:00

＄

今日のニュースダイジェスト面白かっ
たので転送するね．
話題の○○も紹介されてました．
ぜひ見て，役に立つし！
今日のニュースダイジェスト
ニュースをダイジェスﾄでお
届けします．時間のないかた
はトピックだけでも見てね.
放送 5/20 23:00〜24:00

日経平均株価16 000円
東京株式市場では，日経平均
株価が○日ぶりに終値べース
で１万6 000円台を割りこんだ.

￥

③予約
メール
・録画予約
自宅の受信機へ録画予約
・視聴予約
放送時間をアラームでお知らせ

図４

Aさんからのメッセージ

バスで線路70 m走り逮捕
19日午後，△急行××線■駅〜▲駅
間をバスが走行．運転手は道路が混
んでいたため，ダイヤが乱れて…

見る

②関連Webへの
アクセスリンク

口コミメール！

詳細

予約

メール

詳細

友人からの
コメントを表示

メタデータメール
内容をそのまま転送

予約

メタデータメール
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メタデータメールサービスでは次の
ようなことができます．

者情報を共有しません．例えば，自宅
のTVに向けたサービスを行う事業者

今後の取り組み

オススメ番組表の表示：メタ

と携帯電話に情報を送る事業者とで

メタデータを活用したIPTV向けの

データの内容および静止画で番組

連携してサービスを行う際，携帯側と

新しいサービスを紹介しました．これ

情報を表示します．タイトル，概

自宅側のそれぞれの属性情報はそれぞ

らのサービスを実現する技術は，これ

要文，サムネイル画像などを表示

れのIDを連携させておくことで属性情

までNTTサイバーソリューション研究

します．

報に変更があったときに反映させる属

所にて検討してきた技術をIPTV向け

Webサイトの閲覧：番組に関

性交換を行い，視聴履歴情報や居場

に活用したものです．今後はメタデー

連したWebサイトへアクセスがで

所情報などを共有することが可能に

タの普及活動や実用化へ向けた展開，

きます．

なります．標準化技術としては，TV-

および他の技術との連携など，さらな

Anytime Forum， お よ び Liberty

る開発を進めていきます．

①

②

③ 予約：予約ボタンをクリックし，

(4)

録画予約，視聴予約を行います．

Alliance で規定されている属性交換
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録画予約は自宅のレコーダへメー
ルや赤外線通信などを利用して予

IPTVにおけるメタデータ広告配信

約設定します．視聴予約は基本

放送における広告はすべてのTVに同

的に放送開始時刻が近づいたこ

一の広告が配信されるため，視聴者は

とをアラームで知らせる機能です．

興味のない広告も視聴しなくてはなり

口コミメール送信：メタデータ

ません．そこで視聴者はCMスキップ

メールで紹介されている番組およ

などを行うため広告効果が薄くなって

びWebサイトを友人宛にメール

います．

④

で送信する機能です．お気に入り

IPTVでは通信という特性から各端

の情報を友人へ薦める場合や，友

末へ個別の情報を配信することがで

人が探していた情報を教える場合

きるため，メタデータを用いてターゲッ

に利用できます．

ティングやフィルタリングをした広告配

メールで配信することにより利用者

信が可能になります．例えば，利用者

が意識して情報を取得する必要がな

の属性（性別，居住地など）や嗜好

いため，効果的に情報を利用者へ提

ジャンルに基づき，利用者に応じた広

供することができます．またメタデータ

告を配信できます．これにより，利用

メールの配信では，利用者の属性や位

者は自分の興味のある広告を選択でき

桑野 秀豪/

置情報を用いることで，個々に応じた

たり，子供に見せたくない広告を除く

秋野 泰志（右上）

内容のメールを送信することができま

ことができます ．

す．自宅端末での利用情報と外出先

(5)

前述した属性管理機能を用いると，

での利用情報を同期しておくことによ

移動先での利用状況もターゲッティン

り，利用者は外出先でも自分に合った

グやフィルタリングの条件として利用

情報を受信することができます．それ

が可能となります．携帯電話の位置情

を実現する機能として，属性管理機能

報機能を利用し，居住地だけではなく

があります．

行動エリアを含めた情報を配信するこ

属性管理機能は利用者の各端末の

とも可能になり，より精度の高い広告

情報，配信周期などの情報を管理す

を提供できます．これは，利用者と広

るものです．属性管理は通常は事業者

告提供者ともに有益な仕組みとなり

ごとになされるもので，それぞれの利用

ます．
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（後列左から）堀口 恭太郎/ 山田 智一/

（前列左から）紺家 裕子/ 川添 雄彦/
川森 雅仁
次世代IPTVサービスにおいて，メタデー
タ利用サービスの高度化を目指し，研究開
発を推進していきます．

◆問い合わせ先
NTTサイバーソリューション研究所
第一推進プロジェクト
TEL 046-859-2718
FAX 046-855-3495
URL https://www.ntt.co.jp/cclab/
contact/index.html

