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図１に映像符号化国際標準化の動

向を示す。現在はAVC/H.264の基

本部分の標準化作業が終了し、種々

の拡張が行われ始めている段階であ

る。映像符号化では、高圧縮、低演

算量、高機能の３つの観点が重要で、

国際標準化においてもこれらの観点

から方式が定められる。これら３つ

の要素は必ずしも両立するものでは

なく、互いに背反する要素でもある。

そもそも映像符号化の標準化は、相

互接続性のための規定であり、圧縮

データのデコード（復号）方法のみ

を規定しており、エンコーダの設計

には大きな自由度が残されている。

「AVCの基本部分の標準化では、高

圧縮・高画質に的を絞り、非常に数多

くの符号化モードを用意してエンコー

ダ側でのモー

ド選択の幅を

広げました。

エンコーダ側

でパラメータ

を工夫して選

択することに

より、AVCは

MPEG-2に比

べて２倍以上

の高圧縮率を

達成でき、HDTVを10Mbps以下で

高品質符号化することも可能となっ

ています。NTT研究所は、標準化作

業に積極的に参画すると同時に、独

自の映像符号化アルゴリズム及びハ

ード・ソフト実現技術を開発し、世

の中に提供してきています。」（八島

由幸主幹研究員）

一方、AVCを機能的な観点から拡

映像符号化（圧縮）技術の国際標

準には、大別して ISOのMPEG標

準とITU-TのH.26X標準の２つの流

れがある。中でもMPEG-2（ITU-T

H.262と同一規格）は、デジタルテ

レビ放送やDVDに広く普及してい

る。また、最新の映像符号化標準と

して、ITU-T H.264と同一規格の

MPEG-4 part-10 AVC（Advanced

Video Coding）がある。

MPEG-4 part-10AVC（以下、AVC）

について、NTTサイバースペース研

究所の八島由幸主幹研究員は、「AVC

は、演算量は増えるもののMPEG-2

に比べて高圧縮率であることから、

移動体端末向け放送（ワンセグ放送）

や次世代DVD、民生デジタルビデオ

カメラに普及してきているほか、デ

ジタルテレビ放送のIPネットワーク

再送信やゲーム機など広い業界に利

用され始めており、映像産業界での

核技術として重要なポジションを確

立してきています。AVCの基本部分

はすでに標準化作業は終了し、さら

に広い適用領域への拡張を睨んだ議

論が進められています」と語る。
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永年、映像符号化技術の国際標準化を牽引すると同時に独自開発の符号化技術によ
って新市場の開拓や映像産業の発展に貢献してきたNTT研究所。本稿では、映像符
号化技術の国際標準化動向とNTT研究所における取組みを紹介する。

NTTサイバースペース研究所
画像符号化技術グループ　研究グループリーダ

主幹研究員　工学博士

八島由幸氏

今後考えられる 
方向性 

高精細 8k, 4k, progressive.

スケーラビリティ SVC

多視点映像 MVC

4:4:4 色信号符号化拡張 

再構成形デコーダ RVC

高画素深度 HDR(High dynamic range)

圧縮率向上 

低演算量化 

現状の方向性〔H.264/AVCベースの拡張． 
標準化作業中（一部は済み）〕 

圧縮率向上 

高エラー耐性 ポストAVC/H.264

MPEG-4 part-2 
(Visual)

機能向上 
（オブジェクト符号化） 

MPEG-4 part-10 
(AVC)MPEG-2

図1 映像符号化国際標準の最近の状況

映像符号化技術の国際標準化動向

―国際標準化の動向とNTT研究所の取組み―
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張することで，新しい領域やサービ

スに適用しようとする動きが現在進

行中である。図１に示したスケーラ

ブル符号化（SVC；Scalable Video

Coding）、多視点映像符号化／自由

視点テレビ符号化（MVC／FTV；

Multiview Video Coding／Free

Viewpoint Television）、４:４:４ビデ

オ符号化、再構成形ビデオ符号化

（ RVC； Reconfigurable Video

Coding）などがその流れである。

AVC及びその拡張方式の標準化

が進む中、今後の方向性としてさら

に次のビデオ符号化としてあるべき

姿を議論すべきという動きがあり、

MPEGの中でも、今後の産業動向

や技術展望を睨んだブレーンストー

ミングが行われている。HDTVを

超える4k×2kや8k×4k高精細映

像や、高階調の高画素深度映像向け

符号化、低演算量化、高エラー耐性、

限界にきているといわれる圧縮率の

向上などが話題にあがっている。

なお、４回／年のペースで開催さ

れるMPEG標準化会合には、キャ

リア、家電、大学など世界の組織が

参加し、現在、85回まで開催され

ている。特に世の中で広く使われる

ことを目的に、産業界との連携を強

く意識している。また、MPEG標

準化は、「標準方式」の提案ではな

く「技術の提案の場であり、標準は

各社の技術の組み合わせで構成され

ているというのも特徴である。

映像信号の膨大な情報量を削減す

る符号化技術（データ圧縮技術）は、

圧縮しても画質劣化ができるだけ見

えないようにすることがポイント

で、このためには「方式・アルゴリ

ズム」と「ソフト・ハード実現技術」

の両面からの技術が不可欠である。

NTT研究所は、25年以上にわた

る映像圧縮符号化技術の蓄積による

技術力を背景に、MPEG標準をはじ

めとする映像符号化アルゴリズム及

びソフトウェア・ハードウェア実現

技術をタイムリーに提供するととも

に、新たな符号化パラダイム創出を

目指した革新的研究を行っている。

①MPEGを核とした高効率・高機能

映像符号化アルゴリズムの研究開発

②MPEG映像リアルタイム符号化

ソフトウェア構成技術の研究開発

③MPEG映像符号化キーデバイス

（LSIとコーデック装置）構成技

術の研究開発

④新しい考え方に基づく先駆的映像

符号化技術の創出

⑤映像符号化国際標準化

NTT研究所は、映像符号化の国

際標準化を牽引するとともに、継続

的に蓄積されてきた映像符号化技術

のノウハウを活かし、MPEG標準

を中心とした映像符号化ハードウェ

ア・ソフトウェアを実現し、製品展

開を図っている。図２にNTT映像

符号化技術の世の中への貢献を、図

3にNTT研究所における映像符号化

研究開発と商品化の流れを示す。

「NTT研究所の最大の特長は、“方

式・アルゴリズム”と“ソフト・ハ

ード実現技術”の両面から取り組ん

でいることです。映像符号化の技術

フェーズとして、すでに市場が成熟

したMPEG-2の時代を第１期とする

ならば、現在は第２期の AVC／

H.264の時代であり、H.264準拠LSI

（SARA）やコーデック装置、ソフト

ウェアを開発し、NGN上でのIP映

像伝送サービス（IPTV、IP再送信）

をはじめとする市場展開を図ってい

ます。また、高臨場映像通信サービ

ス時代である第３期に向け、AVC／
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図2 NTT映像符号化技術の世の中への貢献

NTTにおける映像符号化技術研究
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トランスコーダがNTTエレクトロ

ニクス社より提供されており、地デ

ジ IP再送信や放送局の素材伝送に

利用されている。

・H.264/AVCソフトウェア

エンコーダ

ソフトウェアベースのエンコーダ

によるH.264符号化パラメータの最

適化を実現。符号化の難易度を解析

し、最適な符号量を割り当てる２パ

ス符号化により、画質を保持しつつ

HDTV信号を6～8Mbpsまでの高圧

縮を実現している。VoDサービスや

蓄積型放送番組制作、DVD映像コン

テンツ制作分野で利用されている。

NTT-AT社が市場展開している。

・双方向リアルタイムソフトウェア

コーデック“RISCA264-HD”

フルHDTV（1920画素×1080ラ

イン）解像度での動画像を、10～

15Mbpsに圧縮し、165msec以下の

低遅延でリアルタイム処理可能な双

方向ソフトウェアコーデック。IP

網上でハイビジョンと同じ高品質な

双方向映像コミュニケーションを、

汎用PCを用いて世界で初めて実現

している。R I S C Aシリーズは、

N T T レゾナント社が提供する

“WarpVision”のコーデックエンジ

ンとして利用されている。

スーパーハイビジョンや多視点映

像（3Dビデオ）、ハイダイナミック

レンジ映像、有機ELテレビなど、

映像文化は新たなパラダイムを迎え

ている。このような映像文化の流れ

を踏まえ、NTT研究所では、多様な

表現形式と膨大な情報量のナチュラ

ルクオリティ映像を効率よく圧縮符

号化することを目指し、①超高圧縮

映像符号化技術、②高臨場映像符号

化技術、③フレキシブルな環境適応

高機能符号化技術の３つを今後の

R&D活動の柱にしている（図４参

照）。これまで同様、NTT研究所の

映像符号化研究の成果に期待したい。

H.264の拡張あるいはポストH.264新

符号化技術や、HDTVを超える高精

細映像の符号化技術にも取り組んで

います。」（八島由幸主幹研究員）

MPEG-2とAVC／H.264に関す

るNTT研究所の代表的なR&D成果

を以下に示す。

・１チップHDTV コーデック LSI

“VASA”

プロフェッショナル向けの世界初

の１チップのHDTV映像対応MPEG-

2符号化LSI。デジタルTV中継網サ

ービスや放送局間の素材伝送サービ

スなどをはじめ幅広い分野で広く利

用されている。

・H.264/AVCコ

ーデック LS I

“SARA”

世界初の放送局

向けH.264/AVC

コーデックLSIセ

ット。SARA搭載

H.264エンコーダ

及び S A R A搭載

MPEG-2／H.264

62 ビジネスコミュニケーション 2008 Vol.45 No.9

AVC/H.264

MPEG-X／H.26X

MPEG-2

ポータブルHDTVエンコーダ 

・放送用コーデック 
・ディジタルＴＶ伝送ネットワーク 
・4k×2k コーデック装置 

・双方向コーデック（ISIL-Box） 

・デジタルビデオカメラ 

PCカードエンコーダ 
2000

1998

2002

2003

2003

2000

2000

2003-04

2003-04

2007 春 

WarpVision

PCC

・IPTV
・地デジ再送信 

・自由視点テレビ 
・超臨場感通信 

2006

・VoD、モバイル映像配信 
・WV

ＬＳＩ 装置、サービス 

MPEG-2

MPEG-4

H.264ソフト 

VASA

ISIL

SARA

Ultra Reality Codec

SuperENC

SuperENC-II

ソフトウエア 

・スーパーハイビジョン 

SDTV向け 
1チップLSI 

SDTV向け 
1チップ LSI 

プロ用1チップ 
HDTV LSI

コンシューマ向け1チップ 
HDTV LSI

1チップ 
SDTV LSI 

図3 NTT研究所における映像符号化研究開発と商品化の流れ

圧縮効率向上 配信、提示の 
柔軟性強化 

映像次元拡張に 
伴う新方式 

ナチュラルクオリティ映像を効率よく圧縮符号化 

高
圧
縮
／
高
機
能
化 

MPEG-2, H.264/AVC

超高圧縮映像 
符号化技術 

高臨場映像 
符号化技術 

質感臨場感保持 H.264を超える スケーラブル処理 

HDTV映像 

環境適応高機能 
符号化技術 

図4 映像符号化技術の方向性
－今後の3つの柱－
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圧縮符号化する技術研究に注力
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本年３月、NTTぷららは、NGN

（フレッツ光ネクスト）、フレッツ光

に対応した IPTVサービス「ひかり

TV」を開始した。NGN向けサービス

では、IPv6による閉域網を用いた安

定した映像配信環境で、多チャンネ

ル放送やVOD（ビデオオンデマンド）

に加え、５月からは地上デジタル放

送のIP再送信も開始している。７月

末にはNTTコミュニケーションズグ

ループがそれぞれ提供してきた

「OCNシアター」、「オンデマンドTV」、

「4th MEDIA」の３サービスの「ひか

りTV」への統合を完了している。

世界を牽引する産業に発展する可

能性があると期待される IPTVにつ

いて、NTTサイバーソリューション

研究所の石井晋司主任研究員は、「IP

ベースの映像配信＝ IPTVとは限り

ません。ビデオサーバからインター

ネット経由で動画配信するインター

ネットTVはIPTVではありません。

大きな違いは２つあり、１つはイン

ターネットTVの多くがパソコンで

視聴するのに対し、IPTVは一般の大

画面テレビによるハイビジョンテレ

ビ品質と同等の視聴が可能になるこ

とを前提にしています。2つ目は、

NGNのような品質保証のクローズド

なIPネットワークを使い、契約者の

みが高品質な映像をマルチキャスト

による放送、ユニキャストによる

VODなどが楽しめるようにしてお

り、しかもQoS（サービス品質）と

QoE（体感品質）を重視している点

です」と語る（図

１参照）。

IPTVが注目を

集める背景として、

ブロードバンドの

浸透と、大画面の

薄型TV が急速に

普及していること

があげられる。こ

れは日本のみなら

ず世界的な傾向であることから、急速

な市場拡大を支えるために国際標準化

の動きが加速していると言える。

IPTVサービスが普及するために

は標準化が鍵であり、各国で IPTV

の標準化が活発化している。日本で

も、メーカーや通信事業者、放送事

業者らが参加し 2006に設立された

任意団体の「IPTVフォーラム」が

2008年５月に法人化され、標準仕

様の策定作業と公開を進めている。

一方、ITU-Tは、各国ごとの地域標

準の国際整合性を促進する目的で、

2006年７月（第１回）から2007年

12月（第７回）にかけてFG-IPTV

（Focus Group on IPTV）を開催、

その活動成果を踏まえ、2008年中
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IPTVの国際標準化が急ピッチで進められる中、標準化への貢献に加えIPTVサービス
実現に必要な基盤技術の研究開発を行っているNTT研究所。本稿では、IPTVの国際
標準化の動向とNTT研究所における取組みを紹介する。

―国際標準化の動向とNTT研究所の取組み―

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

主任研究員

石井晋司氏

Internet

CDN
VODサービス 

ビデオサーバ 

再送信系 

自主調達系 

ネットテレビ（動画配信サイト） 

・放送同等品質（QoS/QoE） 単純なベストエフォート 

・映像配信を十分考慮した 
ベストエフォートを含む 
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図1 IPTVとは

IPベースの映像配信が、
IPTVとは限らない

ITU-TによるIPTVの標準化
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ビスセキュリティとコンテンツ保護、

④ネットワークと制御、⑤端末と相

互接続性、⑥ミドルウェアとアプリ

ケーションプラットフォームの6つ

のワーキンググループに分けてそれ

ぞれ議論し、その成果文書（20件）

を「 ITU-T IPTV Focus Group

Proceedings 2008」として公開してい

る。（http://www.itu.int/publ/T-

PROC-IPTVFG-2008/en）

N T T 研究所は、F G - I P T V、

IPTV-GSIに対して３つの研究所か

ら関連するSGに副議長、ラポータ

が６名参加したり、全会合に多数参

加するとともに、多くの寄書を提出

するなど、積極的に貢献している。

特に日本における映像配信サービス

の事業者構造が、ネットワークメー

カー（電気通信

事業法）、有線

役務利用放送事

業者（IPマルチ

キャスト方式）、

IPTVサービス

事業者（プラッ

トフォームサー

ビス）、IPTVサ

ービス事業者

（ISP）の４階層となっていること

を踏まえることに加え、IPTVの標

準化にあたっては、「放送コンテン

ツとの親和性を重視し、コンテンツ

フォーマットの変換は最小限に留め

ること、受信器メーカーの観点から

量産効果が期待できること（実装仕

様の標準化とキーデバイス共通化）、

NGN上でサービスできることを念

頭に取り組んでいます。」（石井晋司

主任研究員）

ITU-Tでは、FG-IPTVの20件の

成果文書を踏まえ、専門性の高い複

数の研究グループ（SG9, 11, 12, 13,

16, 17）による IPTV-GSIの会合を

2008年１月より開始し、12月まで

計５回の会合を設け、早期勧告化可

能な成果文書は 2008年中に勧告化

文書として完成させる予定である。

日本としても、図３に示すように総

務省の IPTV特別委員会を中心に、

T T C（情報通信技術委員会）の

IPTV専門委員会と連携しながら日

本における IPTVサービスとの整合

性及び将来性を考慮しながら提案活

動、勧告化作業に積極的に貢献して

いく審議体制をとっている。

からは I P T V - G S I（G l o b a l

Standards Initiative）の機会を利

用しての勧告化を目指している。

ITU-Tでは IPTVを「QoS/QoE、

セキュリティ、双方向性、信頼性の

要求レベルを提供可能な管理された

IPネットワークにより提供される

TV／ビデオ／音声／テキスト／グ

ラフィック／データなどのマルチメ

ディアサービス」と定義している。

すなわち、NGNのような品質が保

てるネットワークを利用するサービ

スであること、HDTVクラスの映

像配信サービスをQoSのみではな

くQoEが考慮されていること、さ

らにはデジタル放送に用いられてい

るサービス要素と双方向性が必須の

サービスであることが特徴である。

規格化の範囲については、IPTV

システムを図２に示す４つのドメイ

ン（カスタマー、ネットワークプロ

バイダー、サービスプロバイダー、

コンテンツプロバイダー）に分類し、

IPTVサービスのシステムには非依

存のコンテンツプロバイダーはスコ

ープ外としている。

FG-IPTVは、①アーキテクチャ

と要求条件、②QoSと性能、③サー
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ITU-T FG-IPTVでの規格化範囲 
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図2 ITU-T FG-IPTVの規格化範囲
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（SG16） 
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総務省 ＩＴＵ 
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ＩＴＵ-Ｔ ＩＰＴＶ-ＧＳＩ 
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提
案 

情報通信審議会　情報通信技術分科会 

ＩＴＵ－Ｔ部会 

ＩＰＴＶ特別委員会 

図3 ITU-T IPTV-GSIに向けた審議体制
（総務省2008年3月6日 報道資料より）
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NTT研究所では、IPTVの国際標

準化に積極的に貢献するとともに、

家電製品に経済的な標準仕様として

搭載可能な端末構成技術、IPTV放

送技術、VOD技術、コンテンツ保

護やアクセス制御技術、さらには番

組情報メタデータ活用技術など

IPTVサービスに関する研究開発を

積極的に推進している。

NTT研究所の IPTV技術研究は、

メディア流通サービスとして IPTV

に関する技術の研究を行ったのが端

緒である（図４）。この研究成果は、

2002年に始まる各種実証実験で活

用されている。

＜2002～2004年度＞

総務省：ブロードバンドコンテンツ

流通技術の開発・実証

＜2005～2006年度＞

総務省：地上デジタル放送の IP再

送信実証実験

・平成 17年度総務省『地上デジタ

ル放送公共アプリケーションパイ

ロット事業』

・通信インフラを活用した地上デジ

タル放送伝送に関する調査研究

＜2006～2007年度＞

NTT：NGN映像配信トライアル

総務省：マルチメディア利用技術の

開発・実証

図５に示したNGNトライアルの

映像配信サービスでは、IPTV機能

内蔵テレビを始めとし、STB・ホ

ームゲートウェイ、配信プラットフ

ォームまですべてNTT研究所の研

究開発成果が使われている。さらに、

地上デジタル放送の IP再送信の実

証実験成果は、冒頭で紹介した

NTTぷららのIPTVサービス「ひか

りTV」の商用IP再送信サービスと

して結実している。

以上、IPTVの国際標準化の動向

とNTT研究所の取組みを紹介した

が、最後に IPTVサービス拡大に向

けた石井晋司主任研究員の次の言葉

を付記しておく。

「国際標準化活動をきっかけとして、

国際レベルでIPTVサービスの目線が

あってきました。IPTVビジネスはフ

ロンティアスピリットで、通信、放送、

メーカーの事業体の三位一体でのビジ

ネス拡大を重視し、新しいライフスタ

イルを創造することを目指すことが重

要だと考えています。」
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図5 NGNトライアル：映像配信サービス
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図4 IPTV技術研究の端緒となったメディア流通サービス
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