
2013年1月14日～1月18日の間、ITU-T SG9第1回会合が

スイス・ジュネーブのITU本部で開催された。参加者数は、

18か国・2団体から46名で、主な参加国と人数は、日本5名、

中国6名、韓国5名、アメリカ4名、フランス3名、イギリス2

名、ドイツ2名、アフリカ地域6か国7名、メキシコ、ロシア、

セルビア、イラン等であった。また、寄与文書34件、TD156

件（入力、出力含む）で、これらは前会期の第1回会合に対

して、それぞれ200％、50％の増となった。

今会合では、新研究会期の第1回会合として、SG9ストラ

クチャの承認、各課題ラポータの指名が行われた他、4件の

勧告案のAAPコンセント、継続審議勧告案の内容進捗、並

びに、新たに7件の勧告草案の審議開始が承認された。

2.1 勧告案のAAPコンセント（課題番号順）

以下に示すとおり、計4件の勧告案がAAPコンセントされ

た。

� J.1002（J.rcas-pair、Q.3、主導国：韓国）-

Specifications of pairing protocol for conditional access

client software remote renewable security system

� J.206（J.acf-arch、Q.4、主導国：日本、ブラジル）-

Architecture for Integrated Broadcast and Broadband

2．主要トピックス

1．会議概要 DTV application control framework

� J.280 rev（Q.6、主導国：アメリカ）-

Digital Program Insertion：Splicing application pro-

gram interface

� J.195.1（J.HiNoC-req、Q.7、主導国：中国）-

Functional Requirements of high speed transmission

over coaxial network connected with Fiber To The

Building

2.2 SG9ストラクチャの承認

WTSA-12で選出されたSG9の議長・副議長は表1のとお

り。

また、前会期に続き、今会期においても二つのWorking

Partyを設置し、SG9プレナリにおいて表2の体制が承認され

た。

2.3 ラポータの指名

WTSA-12で承認された全13の研究課題に対し、ラポータ

及びアソシエイトラポータが指名された。ラポータは、全て

前会期からの継続となり、アソシエイトラポータについては、

一部の研究課題で追加や交代が行われた。

2.4 FG SmartCableの活動計画の承認

昨年6月に設立されたFG SmartCableの活動報告が行われ

ITU-T SG9（2013 - 2016会期）
第1回会合報告

KDDI株式会社　メディア・CATV推進本部
メディアプロダクト技術部　技術開発グループ　グループリーダ
ITU-T SG9 副議長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮

みや

地
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表１．SG9の議長、副議長

役職 氏名 国 所属

議長（再選） Arthur Webster アメリカ NTIA/ITS

副議長（再選） 宮地　悟史 日本 KDDI

副議長（再選） Dong Wang 中国 ZTE

副議長（新任） Antoine Boustani レバノン 通信省

副議長（新任） Ayanzhan Shulembaevich Buldybayev カザフスタン

副議長（新任） Habib Tall ギニア 郵便通信省

表２．SG9のWorking Party

WP タイトル 役職 氏名 国 所属

1 Video transport and quality 議長 宮地　悟史 日本 KDDI

2 Cable-related terminals and applications 議長 Dong Wang 中国 ZTE

2 〃 副議長 Gale Lightfoot アメリカ Cisco



た。その中で、活動期間について、次回SG9会合の開催タイ

ミングを考慮し、当初の1年間の予定（2013/6終了予定）か

ら延長し、次回SG会合（2013/10月開催予定）までとする

ことが提案され、承認された。

2.5 ITU-T勧告策定貢献者のクレジット記載について

特に画像品質評価分野では、多くの大学・研究機関関係

者が勧告策定に貢献している。彼らにとっては、勧告策定へ

の貢献内容が、他のジャーナルペーパー等から参照されるこ

とも成果になる。しかしながら、ITU-T勧告は、著者に関す

る記載がないためその成果を明確化しにくいという問題があ

る。このような背景に基づき、SG9議長より、学術関係者が

ITU-Tに貢献するモチベーションを高めるため、貢献者のク

レジット記載が提案された。これを受け、TSAGに対する具

体的な実施を提案するリエゾン文書を作成し送付した。

3.1 映像基幹伝送（Q1/9）

3.1.1 J.svc（ Requirements for Scalable Video

Transmission System over Cable Network）

KDDIより入力した勧告案J.svcが、審議によるマイナーな

修正の上で継続審議勧告案として合意された。J.svcは、ス

ケーラブルストリームをQAM、IP等でハイブリッド伝送し、

既存HDサービスにアドオンする形で4K等の新規高解像度サ

ービスを可能とすることを狙いとしたものである。2013年10

月のSG9会合においてAAPコンセントに付議する予定である。

3.1.2 J.atrans-spec（Advanced digital downstream

transmission systems for television, sound and

data services for cable distribution）

韓国とドイツが主導しているJ.atrans-specは、「下りに特

化した」テレビジョン、音声及びデータサービスのための高

度なデジタル伝送システムの標準化である。本会合では、ド

イツ寄書によって、勧告本文の記述の充実化と、Annex A

へのDVB-C2の反映が行われた。一方、地域別Annexではな

く世界単一標準を目指すべきという意見もあり、本文中に共

通技術要素をくくりだした表を掲載することとなった。次回

中間会合で韓国ETRIからの方式提案が予想される。2013年

10月のSG9会合においてAAPコンセントに付議する予定であ

る。

3．各課題別審議
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3.1.3 その他

韓国ETRIから、ケーブル網上でのUHDTVに関する研究

の関心が示された。次回以降の会合で具体的な標準化提案

が行われる予定。

3.2 品質評価（Q2/9、Q12/9）

3.2.1 J.3D-disp-req（Display requirements for 3D

video quality assessment）

テクニカラー（フランス）の寄書C22が発端となり、クロ

ストークの測定結果をいかにして記載するかについて、勧告

案の中で明示すべきという問題提起がなされた。これを受け、

クロストークの表現方法や定義について、異なるラボ環境で

測定された結果であっても対等に比較可能となるよう規定す

べきであると合意した。この方向性で勧告案を策定すること

となり、今後の会合（中間会合含む）への寄書入力が呼び

かけられた。

3.2.2 P.3D-sam（Subjective assessment methods

for 3D video quality）

フランステレコム寄書で、エディトリアル含む多数の修正

提案がなされ、それらの多くは反映されたものの、依然検討

が必要な修正項目があることから、これらはエディターズノ

ートとして出力文書に記載された。

また、テクニカラーからの寄書では、評価作業における重

要ポイント（points of investigation）が提案された。これら

は、勧告案P.3D-samのAppendixとして記載することで合意

した。

3.2.3 J.av-dist（Methods for subjectively assessing

audiovisual quality of internet video and distri-

bution quality television, including separate

assessment of video quality and audio quality）

フランステレコム寄書、並びに、アメリカ寄書により、

J.av-distの内容充実が図られた。フランステレコム寄書によ

り、J.av-distとP.911の記述の整合性の向上や、J.av-distが列

挙している評価方式に対し、ITU-Rにおいて勧告化されてい

るSAMVIQやMUSHRAの追加が提案され承認された。また、

アメリカ寄書により、MOS及びDMOSの算出方法に関する

テキストが提案され、勧告案に反映された。今回会合でのこ

れらの作業を受け、次回SG9会合でAAPコンセントに付議す

ることが合意された。



3.2.4 ITU-T・ITU-Rのインターセクターラポータ会合の設

立

WTSA-12で、Resolution 18が改訂され、ITU-T・ITU-R

間のラポータ会合が正式に認められるようになった。Res. 18

のAnnex Cに手順が記載されている。これを受け、SG9から、

品質評価に関するインターセクターラポータグループ（IRG）

の設立を提案することが合意された。本IRGは、現在ITU-T

SG9とSG12による合同ラポータグループJRG-MMQAを、

ITU-R側にもオープンにする形となる。それぞれのSGにおい

て、Terms of Referenceを承認することが必要なため、Q2

とQ12が合同でそのドラフトを作成した。名称は、IRG-

AVQA（ Intersector Rapporteur Group - Audiovisual

Quality Assessment）とし、これまでT側とR側とがそれぞ

れで勧告を策定してきたものを、統一することが期待される。

今後の手順として、SG9は今会合、SG12は3月、ITU-R SG6

は4月の会合でそれぞれToRを承認する予定。なお、すべて

の品質関連の議論をこのIRGに集約するわけではなく、各SG

固有の課題は個別に議論される。また、IRG-AVQAが設立

された際には、JRG-MMQA（ITU-T SG9とSG12の品質評価

関連の合同ラポータグループ）はこれに置き換えられ解散す

る。

3.3 条件付きアクセス（Q3/9）

韓国ETRIが策定を主導するリニューアル可能なCAS

（RCAS）に関する2件の勧告案、並びに、新規ワークアイテ

ムの立ち上げが審議された。

RCAS関連では、CASモジュールとスクランブラとの間の

ペアリングプロトコルを規定するJ.rcas-pair、及び、ヘッドエ

ンドにおけるCASモジュール配信サーバと端末（STB）の

CASモジュール間の通信プロトコルを規定するJ.rcas-netが、

ETRIの寄書により内容充実が図られた。J.rcas-pairは、昨年

9月のラポータ会合の時点で、今回会合でのAAPコンセント

が宣言されていた。今回会合での作業により、完成度が高ま

ったためJ.rcas-pairは予定どおりプレナリにてAAPコンセント

された。J.rcas-netは、依然技術内容の追加が必要な状況で

あり、次々回（2014年6月）でのコンセントを目指すことと

なった。

また、日本ケーブルラボからの寄書に基づき、新規ワーク

アイテムの開始が審議された。本寄書は、ケーブル業界にお

ける統一的なDRMの策定を提案するものである。本提案を

受け、ドイツからは、同国でもDRMに関する同様の分析を

行っている旨が示された。また、本活動の目指すゴールにつ

いて、①統一的DRM、②変換可能なDRM等様々な形態が

あり得ることが指摘されたが、議論の中で、汎用的なDRM

を前提とすると非常に膨大な作業が必要となる恐れがあるこ

とから、応用用途（ユースケース）を整理して、各ユースケ

ースごとに勧告案を作ることを日本から提案した。その結果、

要求条件勧告案については一つのものを作成することで合意

し、その作業の中で、ユースケースも整理することとなった。

タイトルの案を日本から提案し、暫定的に以下の内容で合意

された。

� J.drm-req：Requirements of DRM for cable television

content delivery including multiple device experiences

本作業開始を受け、日本からQ3/9のアソシエイトラポー

タとして日本ケーブルラボの重信氏の指名を提案し承認され

た。

3.4 アプリケーション（Q4/9）

KDDIの寄書に基づき、STB-タブレット/スマートフォン

間で連携を行うためのソフトウェア機能の要求条件が審議さ

れた。審議においては、Q4/9でワークアイテムとして挙げら

れているJ.cab-mob（ケーブル・モバイルクロスプラットフォ

ームのためのミドルウェア勧告）との関連について議論にな

ったが、最終的には、J.cab-mobを本寄書の内容を基にアッ

プデートすることが妥当との結論に至り、①J.cab-mobで扱

われているユースケース、②本寄書で提案したユースケース

の双方をAppendixに追記した上で、J.cab-mobを「ケーブル

STBとセカンドスクリーン機器の連携におけるプラットフォ

ーム機能の要求条件（Requirements for platform function-

alities on the integration of cable STB and mobile second

screen devices）」、J.cab-mob-reqとタイトル変更することで

合意。審議結果を反映の上、出力文書が作成された。

また、アプリケーション制御フレームワークのリファレン

スアーキテクチャ（J.acf-arch）の最終ドキュメントについて

は、内容が前回のラポータ会合で既に完成しているため、ア

クセシビリティに関する説明記述の追加等、最終のエディテ

ィングを実施し、出力文書に反映。予定どおり最終プレナリ

でAAPコンセントされた。

その他、アプリケーションコントロールフレームワークに関

する要求条件勧告J.205について、前回会合で、Biblio-

graphy文書の参照に誤りがあることが指摘されていたため、

その修正作業を実施。エディトリアルな訂正であるため、再

度のAAPコンセントは必要とされず、修正箇所を履歴付きで

示したCorrigendumを作成し、プレナリで承認された。
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3.5 STB（Q5/9）

日本ケーブルラボの寄書に基づき、次世代の宅内ゲートウ

ェイ端末仕様について審議が行われた。本寄書では、特に、

宅内での映像分配方式が、RFからIPに移行しているとし、

RFによる放送を終端し宅内をIPで統一化するゲートウェイ

を勧告化することが提案された。本提案に対し、アメリカが

支持を表明し、日本ケーブルラボの寄書を反映する形で出力

文書を作成。新規勧告草案J.rg-specとして、勧告化作業を

開始することとなった。

3.6 ビットストリーム番組挿入（Q6/9）

今回会合では、J.181rev、及び、J.280revの2件の改訂勧

告案が審議された。

J.181は、スプライサーに対してストリーム切替えタイミン

グを知らせるMPEG-2 TSのインバンドメッセージを規定する

もので、SCTE-35がベースとなっている。現在のJ.181は、

2004年に承認された。その後SCTEにおいてアップデートが

行われたため、SG9では昨年9月のラポータ会合より、J.181

を最新版のSCTE-35に整合させるための作業を行ってきた。

今回会合でのAAPコンセントを予定していたが、SCTE-35の

策定作業が依然SCTE内で続けられていることから、今回の

コンセントは見送ることとなった。

J.280は、ストリーム送出サーバとスプライサとの間の制御

APIを規定する勧告で、SCTE-30がベースとなっている。現

在のJ.280は、2006年に承認されたもので、SCTE-30の最新

版は2009年版となっている。SG9では、昨年9月のラポータ

会合より、J.280とSCTE-30とを整合させるための作業を行

ってきた。今回会合で、ITU-Tフォーマットの適用、リファ

レンスの正当性チェック等必要な作業を全て完了したため、

最終プレナリにおいてAAPコンセントに付議し、合意された。

これらの作業状況を通知するリエゾン文書を、SG16課題

6（符号化）及びMPEGに送付した。

3.7 DOCSIS映像配信（Q7/9）

3.7.1 J.HiNoC-req（Functional Requirements of high

speed transmission over coaxial network con-

nected with Fiber To The Building）

中国が策定を主導しているJ.HiNoCシリーズは、光ファイ

バケーブルテレビ回線に接続されたビルディングの棟内伝送

に同軸ケーブルを用いるもので、その要求条件勧告案

J.HiNoC-reqが、2回の中間会合を経て審議されてきた。本

会合では既存システムへの干渉を懸念する寄書入力があり、

それを踏まえて隣接チャンネルとのセパレーションや使用周

波数帯の重複回避を要求条件として明記する修正を行った

上でAAPコンセントされた。

3.7.2 J.HiNoC-phy、J.HiNoC-mac

中国からJ.HiNoCの物理層とMAC層に関する仕様を定め

る勧告草案が入力されたが、work itemとして掲載すること

の承認を行った上で、関係する標準化団体にリエゾン通知

し、今後の中間会合にて勧告案の審議に進むこととした。審

議の結果、work itemは承認され、物理層についてはQ1/9

を主管とし、MAC層についてはQ7/9を主管として、審議は

合同で実施することとした。

3.7.3 J.Cable3DTV-req（ Requirement for Stereo-

scopic 3DTV Service over HFC based network）

韓国ETRIからケーブル網上での3DTVサービスの研究を開

始する提案が入力され、work itemとして承認された。対象

とする3D映像はステレオ立体視タイプで、サイド・バイ・サ

イド等の既存のHDTV放送とフレームコンパチブルなものと、

片目の映像が既存のHDTV放送と同じでもう片目の映像は

別途伝送するサービスコンパチブルの2通りのサービスであ

る。まずは、サービスと既存標準とのギャップアナリシスか

ら着手することとし、関係する標準化団体に標準に関する情

報提供を求めるリエゾンを発出した。

3.7.4 J.vodoc-trans（Transmission Specifications for

IP-based switched digital video using DOC-

SIS）、及び、J.vodoc-int（Control Interface Spe-

cifications for IP-based switched digital video

using DOCSIS）

J.vodocシリーズは、ケーブル網のDOCSIS上のデータ通信

によってスイッチド・デジタル・ビデオを実現するための標

準である。昨年5月のSG9会合にてAAPコンセントされた要

求仕様勧告（J.1101）の成立を受けて、伝送仕様と制御イ

ンタフェース仕様を定める勧告草案が提案された。次々回

（2014/6）のSG9会合でのAAPコンセントを目指して、継続

審議することが合意された。

3.8 ケーブル網IPアプリケーション（Q8/9）

Ciscoより、継続審議中の勧告案J.iptvappclient（IPTVア

プリケーション・クライアントインタフェース）のサービスプ

ロビジョニングに関する記載に対し、M2M対応の観点から、
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幾つかの周辺機能を追加することが提案され、特段の異論な

く合意された。また、同じくCiscoより、新規勧告草案

J.multi-man（Functionalities related to the management

needs of a multi-provider application/service infrastruc-

ture for the implementation of advanced services）の勧告

化作業開始が提案された。J.muiti-manは、例えば電力会社

と携帯電話オペレータなど、全く異なった業種での連携

（例：電気の異常な利用があった場合に、携帯電話の位置か

らユーザが在宅か否かを調べて、外出中であれば携帯メール

に連絡される）を実現するための、システム間のマネジメン

トに関する勧告草案である。具体的な適用先の事例として、

� eHealthへの適用

� 電力・水道などのインフラストラクチャへの適用

が示された。非常に新しい概念であり、そのスコープに多く

の質疑があったが、最終的には、勧告化作業の開始が合意

された。

3.9 ホームネットワーク（Q9/9）

今回会合において、Q9/9では寄書入力はなく、入力リエ

ゾン、及び今会期のスコープに関する議論が行われた。今会

期のスコープとして、Q9/9はコネクテッドホーム、eHealth、

教育、エナジーマネジメント、ホームセキュリティ等のサー

ビスを視野に入れて検討することがラポータより提案され、

合意された。

3.10 サービス配信プラットフォーム（Q10/9）

韓国ETRIからのAugmented Reality Smart TVに関する提

案の審議が行われた。本提案では、放送波で流れるTVに対

して、IPネットワーク経由で、別途コンテンツを配信、時間

同期を取って重畳することで、TVを拡張するサービスを

「Augmented Reality Smart TV」と規定し、そのための要求

条件の勧告化作業が提案された。審議においては、既存技

術との差分の有無が大きな議論となった。すなわち、単にTV

画面にコンテンツを重畳することは、データ放送や、ハイブ

リッド放送等とサービス要件が類似しており、また、提案元

が強調するコンテンツの同期についても、J.205に放送波の信

号をベースとした重畳が既に標準化されている。そのため、

Augmented Realityに特有の機能要件の有無が問題となっ

た。

議論の結果、既存技術とのギャップ分析は引き続き必要

であるものの、

� 重畳時のコンテンツ品質の確保

� コントローラからのAR情報の制御

� 視点が固定されるテレビにおいて、モバイル相当のユーザ

体験を実現する方法

といったAR独自の機能要件もあり得るとの結論に至った。

ARの要求条件に関する勧告化作業の開始について特段の反

対はなかったことから、J.205等、既存勧告とのギャップ分析

が必要であるとのNoteを残した上で、勧告化作業の開始が

合意された。

3.11 光アクセス映像伝送（Q11/9）

今会合では、Q11/9に対する入力文書（寄書、リエゾン）

はなく、審議は開催されなかった。WTSA-12の決議に従い、

次回SG会合で入力文書がない場合、本課題は廃止される。

3.12 SG9マネジメント（Q13/9）

Q13/9では、SG9全体に割り当てられたリエゾン文書への

対応や、その他SG9会議運営に係る事項（勧告策定貢献者

の明確化、FG SmartCableの活動計画、リエゾンオフィサー

の指名等）を行った。

3.13 SG9、SG16合同プレナリ

SG9/SG16合同プレナリでは、それぞれのSGに付随する活

動として、FG SmartCable（SG9）、及び、IPTV Applica-

tion Challenge（SG16）が紹介された。また、両SGで情報

共有すべき勧告案として以下が紹介された。

� SG9

－ J.iptvappclient（IPTVアプリケーション・クライアント

インタフェース）

－ J.280 rev（デジタルプログラムインサーション：スプラ

イシングAPI）

－ J.181 rev（デジタルプログラムインサーション：キュー

メッセージ）

� SG16

－ H.HEVC（高効率ビデオ符号化）

－ HSTP.IPTV-TDPower（端末デバイスパワーマネジメ

ント）

－ Audience Measurement（視聴情報収集）

また、IEC TC 100との間で、SDO合同でのアドホック会

合が2013年1月19日から予定されており、SG9及びSG16の議

長も参加する旨が報告された。

会合報告 
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