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通信･放送機構によるマルチメディア情報サービス研究開発システム

次世代情報通信網の広帯域ISDNを利用し高精細静止画,動画の遠隔検索,表示を行う｡今後3年間,二のシステムを使用して広帯域ISDNの利

用技術を開発するうえで必要な共通的,基盤的な技術を開発する(映像提供:奈良県,日本コロムビア株式会社)｡

1993年のNII(NationalInformationInfra-

structure:全米情報基盤)構想をきっかけに,最近,

壮界的に次仲代通信網の整備,利用技術の開発が盛

んになっている｡

そのため,わが国の1993年度第3次補正予算でB-

ISDNを利用してマルチメディア情報通信システム

の研究開発を行うことが認められ,郵政省の認可法

人である通信･放送機構が研究開発を実施すること

となった｡研究開発設備のうち,マルチメディア情

報サービス研究開発システムの製作をR+t亡製作所が

担当した｡

この研究システムは,動画〔MPEGl,MPEG2

(Moving Picture Experts Groupl,2:動向作

縮方式)〕と高精細静止画の登録･検索を基本機能と

し,ワークステーションをベースとしたビデオサー

バ,静止画サーバ,パーソナルコンピュータをベー

スとしたマルチメディア情報検索端末,高精細静止

画検索端末などで構成する｡

コンテンツ(映像ソフトウェア)には,映画,カラ

オケ,観光案内などを関係会社,機関の協力のもと

に素材として利用した｡

今後3年間にわたり,このシステムを使って広帯

域ISDNを利糊したマルチメディア情報サービスの

提供に閲し,容易でわかりやすい遠隔検索,表示技

術などの研究開発を行う｡

*11_､1二製作所システム事業部 **tJ謀製作所関内支社 ***l_川二製作所情事lまシステム事業部 ****H寸二製作所オフィスシステム斗i業部
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山 はじめに

1993年6†jに米田政府から発表されたNIl構想と,そ

れに続くGII(GlobalInfornlationInfrastructure)構想

がきっかけとなり,全件界規模で次世代通信網を将来の

社会去§盤として築く動きが活発になっている｡これによ

り,ネットワークの整備だけでなくネットワーク利川技

術に対する関心が高まってきている｡

わがlモ1では,2nlO牛までに全他市に光ファイバケーブ

ルを敷設する情事1i通信碁盤繁備が計画されている｡次世

代通信網はAl'M(Asynchronous Transfer Mode)技術

を利付JしたB-ISDNを基本としており,従来のディジタ

ルネットワークでは扱いにくかった助画や高精細静止内

などのマルチメディア情報を根うことが‾叶能になる｡

通信･放送機構は,B-ISDNを利朋したアプリケーシ

ョン間先に必要な共通｢l勺,基盤的技術の開発を行うこと

とし,このうちマルチメディア情報サービス研究開発の

ための設備については,口立製作仰が製作を抑当した｡

ここでは,この研究システムのハードウェア,ソフト

ウェア,およびコンテンツについて述べる｡

白 研究の趣旨と環境

この研究システムは,京都･人阪･奈良に挟まれた地

域である問‾内文化学術研究都市｢けいはんな+の鳥山地

lヰに娃築された通信･放送機構の奈良リサーチセンター

内に構築されたものである｡

奈良リサーチセンターは,1993年度の第3次補Il三-ナ算

(総合経済対策関連)として郵政省から掟零され,叫決さ

れた｡郵政繋が奈良リサーチセンターを提案したH的は,

｢Ⅰう一ISDNを利川して,映像情軸,仔声情報および文字情

事lほディジタルf∴りて統合したマルチデイア情事Ii過イi;シ

ステムを研究開発するための施設を繋備する+ことにある｡

奈良リサーチセンターの趣旨,用途は以ドのとおりで

ある｡

(1)趣 吊

(a)共通札 基盤的な研究開充設備の整備

(l))B-ISDNアプリケーション実験の高度化

(2)設帖の別途

(a)マルチメディア過仁アプリケーションを開発する

うえで必貸な技術を開発する｢技術開発設備+

り〕)作成したアプリケーションをユーザーに使用しても

らい,その紆米をフィードバックする｢映像評価施設+

奈良リサーチセンターでは,研究開発にあたって｢け
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いはんな+の他の施設(新世代通信網実験協議会:BBCC

など)ともB-ISDNを介して接続し,共同研究も行うこと

を計画している｡

E マルチメディア情報サービス研究開発シス

テムの概要

3.1システムの目的

この研究システムはきたるべきB-ISDN実用化時代を

にらみ,マルチメディア通信アプリケーションを開発す

るうえで必要な伝送技術,検索技術,映像表示技術など

の研究を,関‾西文化学術研究都市を中心としたB-ISDN

実験施設を利川して行うことを目的としている｡

奈良リサーチセンターではこのシステムを用いて,

1995年4Hから3年間にわたって表1に示す内容の研究

を行う｡

3.2 システムの機能

これらの研究を行うためのシステムには以‾Fに示す機

能が要)拝される｡

(1)ネットワークを経由した,検索型のマルチメディア

情報提供機能

(2)将水の利別形態を考慮した,種々のマルチメディア

表現形式の実現

これらの要求事項を満たすため,この研究システムに

は数々のマルチメディア技術要素を採用した｡このシス

テムの特徴は次のとおりである｡

(1)仰寺に複数のクライアントからの動画リクエストに個

別対ん打可能なストリーム方式ビデオサーバを採川した｡

(2)助何の[L三縮方式としてはビデオ再生両質のMPEGl

に加え,将来型といわれているテレビ受信内質のMPEG2

も採川した｡

表l システムを利用した主な研究項目

今後3年間にわたって研究を行う｡

研究項目 内 容

動画分散データベー

スの検索方式と動画

の圧縮･伝送方式の

評価

●マルチメディアデータベース(動画,静

止画,音声)構築などに関する研究

●B-1SDNを用いた遠隔地間のデータベ

ース検索などの利用技術の研究と実証
●動画伝送の研究と実証

トータルシステムで

のヒューマンインタ

フェースおよびサー

ビス形態の検証

●ユーザー側に立ったクライアントでのマ

ルチメディア情報の見せ方の評価･研究

●情報提供者側に立ったマルチメディア

データベースサービスの形態,あり方

の評価･研究
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表2 マルチメディア情報サービス研究システム構成機器

システム構成機器は,サーバ関連機器とクライアント間連機器に大別される｡

分 業頁 機 器 機 能

サ ー

バ関 連機器

ビデオサーバ
●動画(MPEGl,2)のエンコード(画像圧縮)データの蓄積,および要求元

クライアントヘのデータ送出

映像制御装置兼高精細静止 ●動画エンコードデータのビデオサーバヘの登録など

画データベースサーバ ●高精細静止画データの蓄積,および要求元クライアントヘのデータ送出

クライアント関連機器

マルチメディア

情報検索端末
●動画の検索,表示

MPEG2管理装置,

MPEG2デコーダ
●MPEG2動画エンコードデータのデコード(画像伸張)

高精細静止画検索端末,

高精細ディスプレイ
●高精細静止画の検索,】′280×1′024画素での高精細表示

(3)静止画はIiVC(HivisionPromotionCenter)上位互

換仕様のディジタル高精細表示仕様を採用した｡

このように本研究システムは,B-ISDNを用いたマル

チメディア情報の利川技術,サービス形態の研究を行う

ために,軌画(MPEGl,MPEG2)と高精細静止何に閲し,

映像検索システムの基本的機能として,(1)映像データの

澄録,蓄積,(2)映像の検索,表示を可能としている｡

3.3 システムの構成

このシステムの構成を図1に示す｡システムはサーバ

関連機器とクライアント関連機器に大別される｡おのお

の機能を表2にホす｡
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注:略語説明ほか FDD=FiberDjstributedDatalnterface) * Etherr-etは,富士ゼロックス株式会社の商品名称てある

図1 マルチメディア情報サービス研究システムの構成

システムはB-1SDNを介し,サーバと検索クライアントが接続されている｡
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*3 Mic｢osoftAccessは,米国MicrosoftCorp,の登毒責商標である｡

図2 動画ブラウジングソフトウェアの基本的な考え方

データベースを中核にビジュアル表示主体のユーザーインタフェースを提供する｡

巴 アプリケlション

4.1ブラウジングソフトウェア

(1)動向ブラウジングソフトウェア

このブラウジングソフトウェアはマルチメディア情報

検索端末で動作し,基本的な考え方として,図2に示す

ように｢データベースを核としたビジュアル表示主体の

アプリケーションとし,直観的に操作できるインタフェ

ースを提供する+ことを開発の目標とした｡

実際の開発では,ナビゲーション部,ユーザーインタ

フェース部をVisualBasicで作成し,コンテンツをMicro-

softAccessでオーサリングする｡

また,動作環境については,周辺デバイス,ネットワ

ークにとらわれない構成としている｡

今回作成したブラウジングソフトウェアは,アテンシ

ョン内面,第1レベルメニュー,第2レベルメニューの

コンテンツセレクト,およびコンテンツプレーヤから成

る｡アテンション画面では,システムの紹介やコンテン

ツ(静止画,文字,BGM)を自動表示している｡

第1レベルメニューでは,両面上にサービスカテゴリ

ーに分類されたアイコンがある｡それらを選択すること

により,第2レベルメニューのコンテンツセレクトに

進む｡

コンテンツセレクト(図3参照)では動向のシーンアイ

コンが表示されており,それらを選択することでプレー

ヤに進み,コンテンツを楽しむことができる(図4参月別｡

コンテンツはタイムコードをベースとし,動画のほか
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にも音声･静止何がオーサリングされており,それらマル

チメディアを組み合わせたものとなっている｡

扱える素材は,MPEGl,MPEG2,AVI※1),JPEG(Joint

PhotographicExpertsGroup),BMP削),WAV椚)など,

搭載されている周辺機器に合わせて自由に選択できる｡

※1)AVI:マイクロソフト社が開発したディジタル重力両編

集形式

※2)BMP:ウィンドウズ_Lで図形をドットの集まりで表

示･保存する形式

※3)wAV

形式

ウインドウズ上で扱うディジタルサウンドの
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図3 動画ブラウジングソフトウェアのメニュー画面(コン
/

テンツセレクト)
｢映画+に関するメニューで,五つのサムネールが選択ボタンに

なっている｡
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図4 動画の表示例

映画｢l19+のMPEGlによる表示を示す(映像提供:松竹株式会社)｡

いずれも同じインタフェースから再生ができるようくふ

うしている｡

また,ヒューマンインタフェースは,タッチパネルや

音声ガイダンスにより,だれでも使える操作環境を実現

している｡

(2)高精細静止画ブラウジングソフトウェア

高精細静止画検索端末のブラウジングソフトウェア

は,電源を立ち.Lげると自動運転が実行され,70型高精

細ディスプレイに高精細静止画を自動的に表示する｡電

源投入後は管理者(操作者)が居なくてもこの自動運転に

よって蓄積された静止画を順に表示していくため,BGV

(Background Video)として来館者に高精細静止画を提

供することができる｡さらに,静止画が一切り替わる際に
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図5 静止画ブラウジングソフトのメニュー検索画面

地図による奈良県名所の選択メニューを示す｡
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図6 静止画の表示例

この画面の"HDTV”ボタンをクリックすると,大型高精細ディス

プレイに静止画部分が全面表示される｡

はスクロール,ワイプなどの表示効果を加えることによ

って注目度を高めている｡

自動運車云の状態から,検索端末画面で｢開始+を選択

することでメインメニューに入る｡メニューの考え方と

しては大きく分けて二通りある｡一つは操作者の見たい

画像を検索する検索メニューであり,二つ目は高橋紬静

止画の鑑賞を目的としたスライドショーである｡このう

ちスライドショーは上述した自勤運転を行うものである｡

検索メニューは,アプリケーション別検索とキーワー

ド検索がある｡前者は目的別検索メニューであり,名所

散策と歴史探訪がある｡名所散策の検索メニューを図5

に示す｡名所散策では地図上で選択した名所の静止画が

一覧表示され,さらにその中から選択した静止画の詳細

な説明画面(図6参照)が表示される｡また同時に,70型

高精細テやィスプレイに表示することもできる｡

一方キーワード検索は,地域･建物名などをキー入力

することにより,目的の静止画を検索･表示するもので

ある｡

4.2 映像ソフトウェア

(1)動 画

3年間のアプリケーション実験を行うために,さまぎ

まな分野の映像ソフトウェアを準備した(表3参照)｡こ

れらのタイトルを準備するにあたっては著作権に関する

問題を解決しなければならないので,著作権所有者に対

しこの実験の趣旨を説明した｡その結果,奈良リサーチ

センター内での実験に使用し,期限は3年間といった条

件で,同表に示すような多数の映像ソフトウェアを準備

することができた｡今回,趣旨を理解してもらい,映像
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表3 動画コンテンツソフトウェア一覧

素材提供にあたっては,奈良県,松竹株式会社,および日本コロ

ムビア株式会社の協力を得た｡

分 類 タ イ ト ル 名 分 類 タ イ ト ル 名

観 光
奈良"wAKU

WAKU”探訪北和編
花 国 名監

春l～5

秋l-5

映 画

女ざかり 魚 図 毒監 海中映像l-5

l19 日本の美 日本の美1-5

熱帯楽園倶楽部
犬･猫

犬l～5

釣りバカ日誌スぺ

シヤル

猫l～5

万里の長城 万里の長城

学校
スポーツ

ワールドカップ

スキー

サイエンス

情報の映像化とそ

の可能性

カラオケ

ラブストーリーは

突然に半導体世界の深化

と拡大 LoveSong

ナノワールドに挑む にちようび

超伝導 M

動物図‡監 ケニアl～5 決戦は金曜日

ソフトウェアの準備に協力してもらった関係者は,奈良

胆庁観光課,松竹株式会社,および日本コロムビア株式

会社である｡

上記映像ソフトウェアはすべてMPEGlにエンコード

し,サーバに晋録してある｡これらをクライアントから

検索し表示する｡画面の表示例を図7に示す｡

また,上記映像ソフトウェアのうち,｢奈良``wAKU-

WAKU''探訪北和編+,｢ワールドカップスキー+などの

4タイトルではMPEG2エンコードを行い,肉質比較実

験に使用する｡

(2)高精細静止画

動画の映像ソフトウェアと同様に,高精細静止由のソ

フトウェアも奈良県庁観光課から借用した｡借用した素

材は写真のポジフィルムであり,法隆寺,奈良公陸】など

奈良児内の名所を撮影した38点のフイルムである｡

これらのフイルムをドラムスキャナで読み二取り,

Ⅵ什+dWorld-肘Ⅰ

竺型
r一柳血止Iym血C出

玉Ⅹrr

W

取口S玉

STOp

ヱ00I正

P和光血もyEi血dd

HitachiML仙MediaOn DemandSelVjce

図了 映像ソフトの表示例(カラオケ)

動画を利用し,メロディーに合わせた歌詞の反転表示を行う｡

1,280×1,024ドットの高精細静止画データを作成した｡

このデータをサーバに登録し,検索端末から検索して70

型ディスプレイに表示する｡内向の表示例を図6に示す｡

b おわりに

ここでは,通信･放送機構の奈良リサーチセンターに

構築された,B-ISDN利用のマルチメディア情報サービ

ス研究開発システムの概要と,R_■it製作所が担当したシ

ステム製作について述べた｡

将来普及が子想されているB-ISDNは,現在,情報イン

フラストラクチャとしての仕様が決まり,アプリケーシ

ョンの開発が始まったところである｡広帯域･高速にな

ったことにより,そ才tを利用した新しいサービス,事業

の可能性を秘めており,今後,技術的課題や著作権など

の社会的課題の解決とともに,社会システムとして根ざ

すためには利用者にとって魅力的なソフトウェアの開発

が必須(す)と思われる｡
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