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2001年２月に発足したディジタルシネマコンソーシアムDCCJは４ＫＳＨＤ（Super High Definition）映像技術を映画の

３大革命である無声映画からトーキー映画、白黒映画からカラー映画に続く、フィルム映画からディジタルシネマを

実現することを目標に活動を推進してきたが、わが国の映画館のほぼ100％がディジタル化され、４Ｋスクリーンも

急速に導入されており、その役割を十分果たした状況に鑑み、15年間の活動を終了することとなった。この間その

活動に参画頂いた会員の皆様、会員であった皆様に心から感謝したい。

DCCJの活動を振り返れば、４Ｋディジタルシネマおよび４ＫＯＤＳ（映画以外のミュージカル、オペラ、歌舞伎、ス

ポーツなど）、さらに光ファイバによるコンテンツの配信、リアルタイムストリーミングなどにおいて何度も世界初の実

証実験やデモンストレーションを実施し、映画のディジタル化を先導してきた。４Ｋディジタルシネマのスタートとなっ

た2001年のSIGRRAPH2001でのデモにおける記念すべき写真を図１に示す。その後2002年のパラマウントスタジオ

およびUSC(南カリフォルニア大学)での評価試験により４ＫＳＨＤ映像がディジタルシネマへの適用可能と判断され、

ハリウッド７大映画スタジオが共同で2002年に設立したDCI(Digital Cinema Initiative)によるＤＣＩ規格に採用された。

ディジタルシネマの普及促進については、第18回（2005年）、第19回（2006年）東京国際映画祭においてdigitalTIFF

(Tokyo International Film Festival)と呼ばれるイベントを主催し、ハリウッド制作の４Ｋディジタルシネマを六本木ヒル

ズの映画館で世界初の上映デモなどを実施した。2005年にはＵＣＳＤ（カリフォルニア大学サンディエゴ校）と慶應

義塾大学を太平洋横断海底光ファイバで接続し、ＵＣＳＤの学長と安西慶應塾長（当時）が４Ｋリアルタイム映像で

結ばれ面談するという世界初の４Ｋ遠隔会議を行い、これはNew York Timesでも報道された。これらのDCCJが主

催・共催した重要な実験・デモの年代リストを表１に示す。また、DCCJを中心とするデジタルシネマへの初期の挑戦

をハリウッドの関係者も含めて取材し、ドキュメンタリー「デジタルシネマの侍達」がＳＫＪ社により作成され、ＤＶＤ化

されており、またＳＫＪ社のホームページ（図２）でも見ることができるのでご覧いただきたい。

今日では撮影・編集・配信・上映のワークフローがすべて４ＫＳＨＤ技術により実行され、その技術は映画・エン

ターテインメント業界のコモディティとなり、そしてついに４Ｋテレビ放送がスタートし、家庭のテレビまで４Ｋ化され始

めている。今後は映像の高精細化だけではなく、60～120Ｈｚ高速フレームレイト、高ダイナミックレンジ、カラー空間

の拡大、などの技術が開発されつつある。また、映像コンテンツの大容量化に伴い映像制作・編集に必要なサー

バー・ストレージの大容量化が必要となり、映像プロダクションは自前の情報システムを保有することが困難となり、

クラウドの活用が必要となっている。さらに地理的に分散した拠点で映像制作を行うCineGrid方式、作成された

DCP(Digital Cinema Package)やＯＤＳリアルタイムコンテンツを上映する分散した映画館や劇場に配信するネット

ワーク技術やセキュリティ技術も必要となる。まさに４ＫSHDコンテンツはBig Dataの重要な情報の一つになっている

のである。このような広範囲な技術領域の研究・開発の推進にはDCCJに参画したコミュニティだけではなく、より広

いコミュニティを巻き込む必要があり、従来のDCCJの活動はここで一旦終結し、若いジェネレーションによる新しい

活動母体の発足が期待されるところである。創立以来のDCCJ理事長として今後の我国の研究・開発・ビジネスコ

ミュニティが世界のディジタルメディア・エンターテインメント領域を牽引することを強く期待するところである。

巻頭言 “DCCJの終了に当たって”

DCCJ理事長 青山 友紀
慶應義塾大学理工学部 訪問教授

東京大学名誉教授
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2001年8月 ロサンジェルスにて

図1． ハリウッドに衝撃を与えた
SIGGRAPH2001における

世界初4K SHDの上映デモ
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図２． ドキュメンタリー「デジタルシネマの侍達」

ドキュメンタリー 「デジタルシネマの侍達」は
She Knows Journal（SKJ)社が制作した、４Kデジタルシネマの開発初期の挑戦を描い
たドキュメンタリーであり、テレビ神奈川でテレビ放送された。DVD化されており、また
下記のWebsiteで視聴することが可能である。

http://www.sheknowsjournal.com/mirai114.html
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ディジタルシネマコンソーシアム（ＤＣＣＪ）活動年表

• 2001年2月 青山友紀教授を会長として、ディジタルシネマ・コンソーシ アム(DCCJ: Digital 
Cinema Consortium of Japan)の発足。
NHK、東京12チャンネル等で報道される。

• 2001年6月 800万 (3840x2048)画素のディジタルシネマ用マルチレートDECODERを開発、
DCCJの内覧会として公開デモ

• 2001年8月 SIGGRAPH2001において世界初４KSHD 配信上映システムのデモ展示を実施

• 2001年10月 東京シネマショーでの４KSHDによる予告編配信・上映デモ

• 2001年12月 パリ市Forum de Imageでの４KSHDデモンストレーション

• 2002年3月 DCCJ主催デジタルシネマシンポジウムで2時間映画
「トゥーム・レイダー」をIPストリーム配信でディジタル上映

ハリウッドの７大映画会社が共同でDCI(Digital Cinema Initiatives) を設立

• 2002年6月 ハリウッドのパラマウントスタジオにおいて４ＫSHDディジタルシネマの評価試験
を実施

• 2002年10月 Internet2大会において４KSHD映像の長距離伝送実験を実施（シカゴーロサン
ジェルス間３０００Km、３００Mb/s伝送）

• 2003年6月 NPO法人 デジタルシネマコンソーシアムの登記銀座ヤマハホールにおいてデ
ジタルシネマ国際シンポジウム開催

• 2003年6月～7
月

ロンドン（National Film Theater), ローマ（Cinecitta） にお いてEDCFを対象に４
KSHDの上映デモ実施

• 2003年10月 南カリフォルニア大学（USC)のETC ( Entertaiment Technology Center)において４
K SHDの評価試験を 実施

• 2004年10月 第１７回東京国際映画祭においてシンポジウムを開催し、JGN2テストベッドを用
いた４KSHDの４００Mb/s伝送実験を実施

( 同映画祭のイベントとして映画「失楽園」を東宝ナビオ映画館（大阪）で４Kッデ
ジタルシネマで上映）

• 2005年7月 （DCIがDCI Specification V1.0を発表）

• 2005年10月 第１８回東京国際映画祭の公式イベントとして第１回 “digitalTIFF” を開催。４
K制作されたデジタルシネマを４Kプロジェクタで初めて上映した。

カリフォルニア大学サンディエゴ校（UCSD)で開催されたiGrid2005のイベントとし
て、USCD-慶應大間15,000Ｋｍを光ファイバ接続による世界初４ＫＳＨＤリアルタ
イム遠隔会議デモを協賛。本イベントはNew York Timesで報道された。

（デジタルシネマ共同トライアル“４K Pure Cinema ” スタート）
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• 2006年4月 DCCJ調査団がNAB, ETC in USC, ハリウッドスタジオを視察した。

• 2006年10月 第１９回東京国際映画祭において第２回 digitalTIFFを共催

• 2007年11月 (京都賞授賞式のリアルタイム４KSHD映像をストッ クホルムに伝送・上映する
ことに成功)

• 2009年 （Fileというブラジルとの４KSHD伝送実験が実施される）

• 2009年10月 慶應義塾大学で開催されｔ「NetBand Wa-i」に協賛

• 2010年10月 第２３回 東京国際映画祭のイベントとして 開催されCineGridlTIFF2010に協賛

• 2011年10月 第２４回東京国際映画祭においてCineGridlTIFF2011に協賛

• 2011年11月 SKJ社が制作したドキュメンタリー「デジタルシネマの侍達」の制作に協力。ハ
リウッド取材・インタビューにも参画

• 2012年5月 情報通信月間行事としてDCCJ&SKJ共催シンポジウムを開催

• 2012年6月 DCCJ調査団を募集し、上海と香港の映画産業と人材育成、デジタルシネマテ
クノロジーの状況などを視察し、多くの情報を取得した。

• 2012年10月 第２５回東京国際映画祭においてCineGridTIFF2012の開催に協賛

• 2013年10月 第２６回東京国際映画祭においてCineGridTIFF2013の開催に協賛

• 2014年10月 第２７回東京国際映画祭においてCineGridTIFF2014の開催に協賛

• 2015年10月 慶應義塾大学日吉キャンパスにおいてDCCJ/CineGrid－東京2015を共催

それに合わせてDCCJ理事会・総会を開催し、２０１５年度末をもってNPO法人
を解散することを決議した。

（注）
DCCJが主催・共催・協賛・協力した４KSHD技術に関するシンポジウム、デモ、イベント、実証実験など
について、黒字は国内での実施、赤字は海外、または日本と海外を接続して実施したことを示す。

なお、DCCJが直接関与していない重要な情報については(括弧) で示している。
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NexTV-F（次世代放送推進フォーラム）によって「2015年度4Ｋ/8Ｋ検証用コンテンツ」として募集された4Ｋコンテン

ツ案に企画応募したところ、無事採択されたので下記の規格と内容で番組の制作を行った。立教大学としては、昨

年に引き続き二度目の4Ｋ試験放送用番組への応募・採択だが、今回はあらかじめ検証要件として「広色域映像

（BT.2020）」と「ハイダナミックレンジ（ＨＤＲ）映像」の検証が上げられていたので、それらを実証的に実現すべく制作

に取り組んだ。

題名は「4Ｋでよみがえる浮世絵2 歌川広重『名所江戸百景』〜江戸の豊穣な色世界をめぐる〜」で、長さは46

分。制作期間は平成27年11月から平成28年の2月までのほぼ三ヶ月間。使用した機材は，ソニーの4ＫカメラＰＭＷ

−Ｆ55をＲＡＷ方式で撮影運用。フレームレートは59.94P、ポストプロはイマジカでカラーグレーディングにはクォンテ

ル社のパブロ・リオを使用。仕上げの際の業務用モニターはＨＤＲ対応のソニー製ＰＶＭーＸ300を利用した。完成物

はＢＴ.2020規格のＨＤＲ版完パケと、従来のRec.709規格のＳＤＲ版の二種類を制作し納品した。なお、ＨＤＲ版は

「ＨＤＲ10」と呼ばれるＰＱカーブでの処理を行った。

結論から言うと、昨年来話題になっているＨＤＲを実現するには、まだ規格全般の規定が完全に終わっておらず、

特にテレビ放送の場合、ＨＤＲやＢＴ.2020を表示できる民生用モニターが少なく、たとえば白の表示について、「何を

基準に白の明るさを設定すれば良いか」がはっきりせず、「使用する機材の能力の範囲内で」、「（仕方なく）任意に

設定し」、その状態で仕上げるしかない。それが、のちのち業界全体の基準になるかどうかはわからないまま言わ

ば“手探り状態”でやっているわけで、実に心もとない。加えて、ＨＤＲが何たるかをしっかり理解するのもそう簡単で

はなく、大いに難渋したと言える。今はまだ、撮影も編集後のカラーグレーディングも試行錯誤の連続で、もちろん

それは番組の演出にも大きな影響を及ぼすし、ディレクターとカメラマンの相互の理解のレベルを揃えることも重要

になるだろう。作業を終えてあえていえば、「確定的に言えることはまだまだ少ない」ということだ。それらを前提に、

今回の作業全体を少しくレポートする。

企画の原点は、昨年と同じ、江戸時代末期の代表的浮世絵師・歌川広重の名品『名所江戸百景』の木版での復

刻版である。今から約百六十年前に作られたこのシリーズ作品は、江戸の名所とされる場所を百か所あまり選び出

し、それぞれの季節感や行事、祭りをはじめ江戸の人びとの暮らしのようすを描き込んだもので、おおむね5〜6枚

の版木を使い、裏表合わせておよそ二十色ほどの色で、多色刷りがほどこされた世界的にも名作とされる版画であ

る。普通、浮世絵版画の“本物”というのは、江戸時代に摺られた初版に近い状態のものを言い、浮世絵の収蔵度

を誇る大英博物館やボストン美術館など世界の名だたる美術館や博物館ではこれを厳重保存している。しかし浮

世絵に使われた絵の具の色はたいへん退色しやすく、初摺りから百五十年を越したこれらの初期の初版作品と言

えども経年の劣化は否めない。だから、各美術館は展示用には最良のレプリカを用意し、本物は館内の倉庫に空

気接触などがないように、厳重に保存されているのが常だ。

しかし、近年始まったばかりの復刻作品では、原画は広重のものをそのまま使い、それをもとに現代の彫り師が

新たに彫って版木を起こし、そこから現代の摺り師が摺って、当時と同じ多色刷り版画を完成させている。もちろん

江戸の当時とは絵の具の原料が異なることも多く、江戸時代の作業とまったく同じだとは言えないが、少なくともこ

4K/60P/BT2020/HDRの制作をとおして
〜 『4Ｋでよみがえる浮世絵2』の制作リポート〜

DCCJ副理事長 佐藤一彦
立教大学現代心理学部教授
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の数年内に新規に摺られたもので、劣化や退色という現象は起こっていない。また復刻版はシリーズ全体がほぼ

百部ほど作られ、コレクターや図書館向けに一括して販売されている。それを立教大学図書館に研究用として購

入して貰い、我々の手元に置くところからこの4Ｋ作品の制作は始まった。普通、テレビ番組で美術番組を制作す

ると場合、テーマとなる美術作品を所蔵する美術館や個人との綿密な交渉をへて撮影の許可を得る。そのためど

うしても、美術館の休館日などの限定された日に館内で撮影をせねばならず、一日の運用コストが高い4Ｋ規格で

は、なかなか撮影日を連続して確保することが難しかった。しかし復刻版と言えども、広重の原画を使うこのシリー

ズが手元にあることで、制作側が望む日に大学内の撮影スタジオで入念に撮ることが可能になった。

昨年度は，浮世絵版画を4Ｋで表現する最初であったので、浮世絵版画の彫りと摺りの精細的な部分に注目し

た。シリーズの中でも最も精細な表現がほどこしてあり、一般にも広く知られている作品『大はしあたけの夕立』に

注目した。「大橋あたけの夕立」では、隅田川の現在の新大橋に近いところにかかっていた「大橋」を俯瞰で見た図

柄で、突然降り出した雨に、橋上にいる人びとが一斉に駆け出す様子が描かれている。沛然と降る雨は、雨スジ

が一本一本細かく描かれ、タテ構図の画面全体に雨がほどこされている。これが書かれた場所は、高い架空の地

点からの描写なので、当時は存在をしていない。しかし現在は、その架空とされた場所にビジネスホテルが立ち、

その屋上から「大橋あたけの夕立」と同じ構図を見おろすことがわかった。その場所から雨の日の実景を撮影し、

「大はしあたけの夕立」が彫られる場面、摺られる場面などを撮影し、多色刷り版画がつくられる経緯を再現した。

難しかったのは、橋の木材が数色で摺られているのだがその再現で、Rec.709での仕上げであったので、この黄色

系の色を調整すると、補色関係にある川を表現する青色まで変わってしまって、なかなかぴったりの色に合わせる

ことができないなか、なんとか最良の色を探し出してＯＫとしたが、和紙に多色の絵の具でほどこされた版画の色

をRec.709で表現することの難しさが残った。

摺り師さんの作業の撮影風景・茨城県常総市の渡辺版画工房にて
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歌川広重「名所江戸百景」シリーズ

「大はしあたけの夕立」

難しい色は、橋の板や欄干、橋桁などの異なる黄色系の色。

雨を避ける人がかぶる菅笠やムシロ、人物の肌色なども同じ。

黄色系を動かすと、その補色にある川の藍〜水色のグラディエーショ

ンが動いてしまう。

カラーグレーディングでは、モニターの横に直接復刻版の作品を置い

て、同じ色になるように調整をおこなった。

そして本年度である。同じ『名所江戸百景』の復刻版を用いて別の角度から4Ｋでの検証をしようと思い「4Ｋで

よみがえる浮世絵2」という題名にして取り組んだ。4Ｋでは昨年初頭あたりからＨＤＲ（ハイダイナミックレンジ）

やBT.2020などが大きな話題になっていた。それに合わせて業務用のモニターも2020表示が可能なものも数少

ないが登場してきた。また8Ｋでの番組制作も増え、総じて次世代放送の規格がさまざまな方向から一段上がっ

ているような感じが強かった。案の定、NexTV-Fの企画募集は、4Ｋと8Ｋに分けられ、4Ｋの場合は、ＨＤＲ表示や

2020規格での制作が条件づけられていた。そこで、同じ浮世絵の復刻版を使うことで、昨年とは異なる要素でＨ

ＤＲなどの「色」にこだわった制作をしてみようと考えた。

そもそも浮世絵のような動かない被写体を使って映像表現をするのは極めて難しい。しかも洋画の油絵や最

近の日本画のように“派手な色使い”がされているわけではない。だが、この平面的な色使いの作品を正確に

色表現ができれば、4Ｋ映像の色に関するひとつの課題を解決したことになる。従って全編をRAWデータで収録

することでＨＤＲを実現し、それを2020のモニターで表示することで、ＨＤＲと2020の二つの条件をクリアしようと

考えた。

『名所江戸百景』からは色に特長のある幾つかの作品を選んだ。

ひとつは浮世絵の世界で「広重ブルー」と呼ばれる鮮やかなブルー、青色の表現である。これはちょうどその

頃、長崎や堺経由で日本に入り始めていたドイツ製の合成染料であるプルシアンブルーである。ベルリンで作り

出されたので「ベロ藍」とか、鮮やかな藍色をさして「金ベロ」と呼ばれるものだ。葛飾北斎もこの外国性の青色

を好み、『富嶽三十六景』などで多用し、これは「北斎ブルー」と呼ばれた。広重はこの藍色を川や海、池、滝な

どに使用し、しかも「逆井のわたし」などでは当時の江戸川を、両岸を薄い青で描き、川の中程は目の覚めるよ

うな藍にし、また岸近くには薄い藍を描いて、青〜藍の存在感ある表現を行っている。この藍をより忠実な色で

表現してみようと取り組んだ。
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もうひとつは広重がおこなった「夜」の表現である。広重は江戸の夜景を主に二つの色で表した。ひとつは藍のプ

ルシアンブルーで夜空を描いた「猿わか町よるの景」であり、もうひとつは隅田川岸を歩く女性を描いた「真乳山山

谷堀夜景」である。これは、背景のすべてを墨色（黒）で描き、その黒色の中に、より濃い墨色で女性の帯の模様

を描いたり、襟の黒、髪の毛の黒などをもっとも黒い色として表現している。

「猿わか町よるの景」 「真乳山山谷堀夜景」

藍で描いた「猿わか町よるの景」では、満月の照らす夜の天空をぼかし技法で描くことで、空の奥行き感を表示

し、遠近法の手前に描かれた人びとや犬には、グレーの色を変えて影まで描かれている。この暗い色を幾つも使

いながら夜の雰囲気を立地的に描き出す手法は、あえて言えば、暗部の階調性を広く取ったもので、そのために

幾つもの絵の具が用意された。「真乳山山谷堀夜景」では、女性の帯の模様は黒の上に異なる黒で描かれ、ここ

にも暗部の深い階調性が生かされている。藍の夜と黒の夜の異なる雰囲気は、『名所江戸百景』の見どころのひ

とつと言える。これをRAWで撮影し、デジタル現像をしながらカラーグレーディングをしたわけだが、写し出すモニ

ターがBT.2020の色域をもったＸ300だったので、より明るい色からより暗い色までをはっきりと見せることができ

た。ＨＤＲと色域2020が合わせ技となった今回の色表現は、従来の709では表現できない深い色を示し得たと思っ

ている。浮世絵のような平面に乗せられた色の再現についてはきわめて高い能力を示せるものと感じた。ただこれ

は、あくまで和紙に描かれた平面的な水彩系の絵の具での場合に限られ、表面が金属であったり風景全般までの

ものとなると同じ再現ができるのかどうか、まだまだ試行錯誤を重ねなければならないだろう。

最後に、こうした『名所江戸百景』の何枚かが電気照明などない江戸末期に、人びとはどう見たのかが気にな

り、それらの作品を持ち、茨城県常総市に残る江戸末期の古民家「坂野家」を訪ねた。映画の小道具である行灯

を借り、和ロウソクなども準備した。晴天の日、外から指す外光を受ける室内で、障子戸をしめ、障子越しに「逆井

のわたし」を見た。プルシアンブルーの青はひときわ鮮やかに見えた（＝映った）。室内の扉を閉め、夜の雰囲気を

作って揺れる行灯の光で「猿わか町よるの景」を見た。驚いたことに、ブルーの夜空はより深く沈んで、本当の夜

空が現出したかのように思えた、これらもＨＤＲと2020によって、かなりリアルに再現ができたと思う。
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『名所江戸百景』の中で最もファンタジック作品である「王子装束ゑの木大晦日の狐火」を和ロウソクのあかり

で見た。大晦日の夜、関東中のキツネが王子に集まり、王子稲荷神社にお参りをするという伝説を描いたこの幻

想的な作品は、ロウソクの火のもとで実に幻想的な雰囲気を出していた。

江戸時代末期はいわゆる幕末期だが、同時に幕府が贅沢禁止令を出して、庶民は着物の柄などにも派手な色

は使えないなどの制限を受けていた。しかし、庶民の間では「四十八茶百鼠（しじゅうはっちゃ・ひゃくねずみ）」とい

う言葉が作られるなど、特に暗い色に多様な名前をつけ、しかもその色の違いを見分けていたのだという。電気照

明がない時代だからこそ、そういう暗色系への弁別力を日本人全体が身に付けていたということになる。ＨＤＲは

デジタルで暗部や明部の階調性を広げて、しかもBT.2020の色域で広がった分だけの色を表示しようというもの

だ。今回の取り組みでとりあえずは平面的な色の再現性は高めることができるようになったと言える。次はこれに

金属やガラスなどの工業製品の立体的な色の再現が可能かどうかを試してみることになろう。色域2020とＨＤＲは

まだ始まったばかりだ。これらの技術が秘めている能力は、次世代のデジタル映像には欠かせない重要なもので

もあろう。もっと慎重に、明確な目標をもってＨＤＲに取り組むことが重要だと思う。価値ある試行錯誤を続けていき

たいと考えている。

幻想的な図柄の「王子装束ゑの木大晦日の狐火」

夜の榎木の木の回りに多くのキツネが集まり、木の枝には狐火が

燃えている。

古民家の座敷を用い、行灯のあかりで「猿わか町よるの景」を撮る。
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SIGGRAPH 2001における世界初の4Kデジタルシネマのデモンストレーションより15年が経過した。ハリウッドを中心

に、デジタルシネマを世界中に普及させるための国際標準化が精力的に進められ、この15年間でデジタルシネマは

一気に世界中に広がった。その普及率は全世界で90%を超えている。この国際標準化のプロセスを一気に推し進

める鍵になったのが日本発の4K映像技術である。デジタルシネマの国際標準化の道のりを振り返るとともに、4K映

像の新しい流れを展望したい。特に、ネットワークとの融合による、新しい4K映像アプリケーションへの期待とコモ

ディティ化した4K映像の将来を眺める。

1. デジタルシネマの国際標準化

走査線数2000本クラスである超高精細デジタルシネマの実現を目指して、2001年2月日本においてディジタルシ

ネマ・コンソーシアム (DCCJ) が結成され、活動を開始した。DCCJは、35mm映画フィルムの品質を完全に保ったまま

非常に高品質な走査線数2000本の解像度で映画のデジタル化を実現し、アーカイブ・映画配信などを世界に先駆

けて行うことを目標としていた。このDCCJが提唱した走査線数2000本クラスの映像をDCIが4K方式として採用に至る

のである。

4K方式の装置は日本の各企業において要素技術として個別に開発されてきた。日本ビクター社のD-ILA方式の

QHDTV プロジェクタ、オリンパス社の超高精細画像カメラ、IMAGICA社の35mm映画フィルムのスキャナ、NTT社の

超高精細画像伝送・上映装置等である。これらをDCCJというコンソーシアムの下にひとまとめにして、超高精細デジ

タルシネマというコンセプトを世界中に提示して行こうというものであった。

DCCJは、まず日本国内で活動を開始し、2001年8月にロサンゼルスで開催されたSIGGRAPH 2001において初めて

4K映像のデモンストレーションを行った。大勢のハリウッド関係者が詰めかけ、彼らに最先端の日本の映像技術を

提示する絶好の機会となった。その後、パラマウント及びワーナーブラザーズから評価を進めたいとの要請があり、

DCCJの下にハリウッドにて4K映像評価実験を行うに至った。

2002年10月に南カリフォルニア大学のETC (Entertainment Technology Center)で世界初の4Kデジタルシネマ映像

評価実験を行った。ETCの故Charles Swartz教授の主催で行い、この評価実験が4K映像のDCI仕様への組み込みを

決定づけた。この評価実験には、ハリウッドスタジオ関係者100名及びASC (American Society of Cinematographers、

全米撮影監督協会)関係者20名が参加した。4K方式の登場により、ハリウッドは現時点で策定するデジタル規格が

100年以上続くことを確信し、本格的な標準化作業を加速させた。

DCIはデジタルシネマ・システム仕様案を作成し、2003年5月30日にDraft Document版として外部に初めて公開し

た。その基本は、一つのマスターデータで世界中の映画館において同じ品質でデジタル上映できること、オープンな

スタンダードであること、セキュアであること、の3点に集約される。この仕様案の中にDCCJが提案した4K映像規格

が織り込まれたのである。このドキュメントは、DCIのホームページから誰でも入手できる。

標準化の手続きは当初からSMPTE で行う方針であった。DCIの仕様案を受け、DC28の下にマスタリング(28.10)、

世界初のデジタルシネマ・デモから15年

DCCJ副理事長 藤井 哲郎
東京都市大学 環境情報学部

教授
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配送(28.20)、映画館上映(28.30)の新たなワーキンググループを設置し、詳細なドキュメントをとりまとめ、多数の標

準化ドキュメントを発行してきた。ハリウッド6大スタジオはSMPTEでの標準化だけでは満足せず、これを完全な世界

標準とする為にISOにおいても国際標準化する戦略にでた。

このデジタル化の観客にとっての最大のメリットは映像品質の向上である。ハリウッドスタジオでのみ上映可能で

あったアンサープリントと同等品質の映画上映を4K映像により世界中の映画館で可能とした。これに対して、映画配

給側のメリットは明らかにコスト削減と海賊行為に対する大幅なセキュリティの向上である。配給時間の大幅な短縮

が可能になったことにより、世界同時封切の実現性も高まった。

これらの配信実験に用いた4Kデジタルシネマ配信システムを図1に示す。当時、世界で唯一4Kデジタルシネマが上

映可能なシステムであった。このシステムの中核は、映像データを受け取り、高速に復号化し、4K映像を再生するマ

ルチレート・デコーダである。リアルタイム処理を行うためハードウェアで実現されており、演算ユニットを並列に動作

させ高速処理を実現している。出力画像サイズは可変であり、様々な柔軟性は並列信号処理構成とFPGAを中心と

するフレキシブルな回路構成を全面的に採用することにより実現した。

3. 双方向の映像通信への応用

2009年10月31日に開催された日本手話学会の基調講演を双方向の4K超高精細映像で生中継を行った。いわ

ば、最高品質のTV会議を実現し、手話までもサポートしようという試みである。本会場である東京大学駒場キャンパ

スと東京都市大学横浜キャンパス間を図2に示す様にJGN2Plus回線により1Gbpsの速度で接続し、4K映像IP伝送装

置を相互接続した。さらに、4K/60Pカメラと4K映像表示装置を両キャンパスに設置し、伝送装置につなぎ込んだ。こ

の4K/60P映像による双方向通信実験は世界初であった。

この双方向通信における特徴は、NTTが開発した低遅延型のJPEG2000方式による4K映像伝送装置にある。

UDP/IPストリーミング方式で伝送し、片方向の符号化・復号化のトータルの遅延時間100msec以下を実現している。

図1. 4Kデジタルシネマ配信システム。左から、配信サー

バー、ギガビットイーサ・スイッチ、JPEG2000方式マルチレー

ト・デコーダ、4K液晶プロジェクタ。

2. 4K映像のネットワーク配信

高精細な4K映像をネットワーク配信と組合せること

により、新たなサービス展開が始まる。これを実証す

る為に、4Kデジタルシネマの配信実験を多数試みて

きた。

‧ 2001年10月、東京シネマショーでの予告編配信・上映

‧ 2002年3月、国際ディジタルシネマ・シンポジウムで

の2時間映画 「トゥーム レイダー」のデジタル配信・

上映(300Mbps)

‧ 2002年10月、 Internet2大会における長距離伝送実

験 (シカゴ・ロサンゼルス間3000km、300Mbps伝送)

‧ 2004年10月、東京国際映画祭シンポジウムでの

JGN2を用いた伝送(400Mbps)
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この様に高精細な映像が低遅延で接続された2カ所の会場間でのコミュニケーションは、通話者に負担をかけない

快適な環境であった。特に、双方向通信を手話で行った方からは、非常にスムーズに手話による会話が可能で

あったとの評価を頂いた。

4. コモディティ化する4K映像

SONY社、Panasonic社、ビクター社等から続々と販売が開始された4Kカムコーダに代表されるように、4K映像のコ

モディティ化が急速に進んでいる。特に、民生機器として多種多様な4K映像装置が登場し、家庭にまで入り込み始

めた。大学人として、4K映像を用いた教育素材を大学のキャンパス内で活用していく事を考えると、期待されるプ

ラットフォームは汎用パソコンである。このパソコン上で4K/60p映像がどの程度利用可能なのか様々なメディアプレ

イヤーに関して継続的に評価を行っている。

2015年度はCPUにCore i7-6700K、グラフィックボードはELSA GEFORCE GTX 960を用いたパソコンで、これにシャー

プ製の4KモニターPN-K321を接続して評価を行った。評価素材映像は4KビデオカメラPXW-Z100 を用いて撮影した。

3840x2160画素、59.97fpsモードで撮影する。撮影した素材は、「池に浮かぶ鴨」、「交差点の風景」、「桜」、「風に揺

れる木」の4種類である。さらに、最新のH.265/HEVC方式で符号化を行い、評価用映像を作成した。FTTHを用いた

配信を想定し、伝送速度を25、50、100Mbpsと設定し、符号化を行った。このテスト映像を用いて、各種メディアプレ

イヤーでの画質評価を行う。2015年12月時点において、Media Player Classic BEとDivX Playerが全てのビットレート

に於いて4K/60P映像のスムーズな再生を確認できた。この結果より、最新の符号化方式H.265/HEVC方式で圧縮し

た4K/60Pの高品質映像を汎用パソコンにおいて問題なく利用できることが示された。HDTVとMPEG2が急激に普及

した時代を振り返ると、MPEG2が汎用パソコンで再生可能となった頃に、セットボックスを初めとしてあらゆる装置に

MPEG2復号機能が埋め込まれ始め、一気に普及した。4K映像とH.265/HEVC方式の組み合わせにおいても全く同じ

状況が生まれると期待している。

5. 結び

4K映像伝送装置の開発に携わり、その新しい映像規格4K映像がデジタルシネマの国際規格となり、さらに4K映像の

伝送がMPEGのMMTへとつながった。この様な稀有な経験を実現してくれたのがDCCJという組織であったと改めて感じ

ている。今は大学に身を置くものとして、今後、教育の場において4K映像が活発に利用されることを期待している。当

然、映画館という特別な場所だけでなく、一般の生活の中にも4K映像が入り込んでくるのは間違いないであろう。

図2. 4K&プログレッシブ60fps映像の双方向通信システムの構成。第35回日本手話学会

基調講演の生中継用に設置。東京大学駒場と東京都市大学横浜キャンパスを1Gbpsで接続。
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雑感：DCCJ 15年に思う

DCCJ理事 太田 直久
慶應義塾大学大学院

メディアデザイン研究科

DCCJがその15年の活動を終えるにあたり、私自身が関わってきたDCCJとそれに関連する活動を振り返ってみた

い。DCCJと、そこに関連する研究プロジェクト活動も含めると、ほぼ私のキャリアの半分以上の期間にわたり、DCCJ

関連分野の活動にエネルギーを注いできたことになる。私にとって、DCCJの存在は、私自身の研究／教育に関わる

活動の根幹に大きく影響を及ぼすものであったことは間違いない。またDCCJに関連して多くの方々に支えられてこ

の分野で活動できたことも感謝したい。全てを網羅することはできないが、この機会に、私なりにDCCJとその関連で

関わってきたことを振り返り、今まであまり語られていないことも含めて、少しでも共有できれば幸いである。

黎明期 2K x 2K 時代

DCCJは、4Kデジタル映像を、劇場映画の配給と上映という分野で普及させるための活動を行ってきたわけである

が、その準備となる研究開発は、1989年からの10年くらいであろうか。この間に私は、NTT研究所に所属しており、

研究の最初の立ち上げ（新入社員1名とともに細々と開始）と、美術館展示への応用、医療応用に関して関わってい

た。このころはまだ画素数は4Kx 2Kではなく、2K x 2Kの映像でアプリケーションを模索して、フィージビリティスタディ

を進めていた。

最初の2K x 2Kの応用は、New YorkのWhitney美術館の展示企画（The American Century: Art & Culture 1900 –

2000）のプロモーションシステムであった。2K x 2Kモニターはソニー製のデータ表示用モニター（DDM）を用い、そこ

に美術作品を表示するため、表示される色を本物と合わせる作業が非常に大変であった。当時、凸版印刷でその

専門家であった加茂竜一氏に、何日か夜通しで、色の調整をしていただいて、ようやく美術館のキュレーターの方か

らOKが出たことを覚えている。この高精細画像表示システムは、実際に美術館のプロモーションで効果的に使われ

た。その後、しばらくソニー品川ビルのメディアワールドで、DDMモニターの応用として展示されていた。

（図1は、当時のプロジェクトに参加したメンバーであり、デジタルデータが無いため、プリントからスキャンした。）

一方、医療は高精細な画像を必要とする専門領域として最初に候補に挙がる分野であった。NTTとして、ネット

ワークを用いた遠隔医療のビジネスを目指して、いくつかトライアルを行った。トライアルまでは行くけれども、この

時期は、なかなか実用には結びつかない分野であっ

た。これは高精細デジタル画像の問題というよりも、こ

の分野全体がIT化に対してまだ全く準備ができていな

い状況であったためと思われる。現在は電子カルテの

導入、デジタル映像による診断など、大きく普及してい

るのは周知の通りである。

図1. Whitney美術館プロジェクト関係者(1997)
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興隆期 デジタルシネマを目指して

映画を含む通常の映像コンテンツをカバーする4K x 2Kに画素数を拡大して、2001年に世界初の4K x 2K上映システ

ムが研究所にて完成し、その年にDCCJが設立された。私は、1998年にソニーに移籍していたので、この立ち上げ時

期に関してはDCCJに深くは関わっていない。よく知られているように、この後、2001年、2002年のハリウッドスタジオ

などへのデモと評価を経て、2005年に4Kx 2K規格がデジタルシネマの標準に採用されることになる。

この時期に私が体験したのは、ソニー社内での、HD対4Kの戦いであった。今でこそ、ソニーは4Kを中心に映像関

連ビジネスを展開しているが、当時コンスーマとしての大きな市場を見た際には、HDさえもまだこれから普及するよ

うな時代に、4Kを開発することへの抵抗はかなり強く、ソニーの研究所、事業部ともに、将来を見据えて4Kを開発し

たいという技術者は、大変苦労をして、4Kに関連する技術の開発を進めていた。私は研究所に所属していたが、4K

を扱えるサーバー、JPEG2000処理システムの開発を進め、事業部の一部の4K推進グループと協調して4Kプロジェク

ター開発などをサポートしていた。

この時期の裏話であるが、2005年にハリウッドのDCI(Digital Cinema Initiatives) が4Kを採用した規格を決定する際

に、ハリウッドの関係者は、ソニーの厚木で開発中であった未発表の4Kプロジェクターを密かに見学に来た。関係者

によると、これは、4Kを標準に入れる判断の、一つの決め手になったようである。日本からハリウッドへ、4Kの衝撃を

最初に伝えたのが、DCCJであるとすると、ソニーでの4Kシステム開発は、そのあとの標準化への一歩を一押しする

形で、DCCJをサポートしていたのかもしれない。

チャレンジ期

2005年にハリウッドがデジタルシネマの標準をDCI 規格として発表したが、その年に、私はソニーから慶応義塾大

学DMC（デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構）に移り、4K映像の応用に関するプロジェクトを進めることになっ

た。ハリウッドの業界規格の枠組みは決まったが、具体的にどのような制作ワークフローで、どのようにコンテンツが

制作できるのか、あるいは4Kの映画以外の応用は何があるのか、まだ何もわかっていない時期であり、その後、

様々なチャレンジが行われることとなる。私は、慶應DMC、その後KMD（大学院メディアデザイン研究科）を拠点とし

て、コンテンツ制作、ネットワーク応用に関連する活動に携わることとなる。

DCCJに最も関連が深いデジタルシネマの分野に関しては、DMCとして南カリフォルニア大学(USC)の

Entertainment Technology Center (ETC)とデジタルシネマの品質評価、アーカイブなどの分野で様々な協力を行うこと

となった。ETCはデジタルシネマの規格を決めるにあたって、フィルムと比較した品質評価を実施した機関である。特

にETCの所長であるCharles Swartz氏は極めて日本に協力で、DCCJを始め

とする日本の4Kデジタルシネマへの取り組みを評価している一人でもあっ

た。（図2はETCとDMCの協力関係を発表した際の写真、Swartz氏は残念な

がら2007年に亡くなった）

図2. 筆者とCharles Swartz氏(2006年)

Swartz氏との協力関係の中から打診があり、DMCが、デジタルシネマ機

器の認証機関として名乗りをあげることとなった。DCIとの契約まで時間

がかかったが、2008年に契約が成立し、DMCでは映画館の商用上映シ

ステムを試験してモデル認証することとなった。この認証機能は現在も継

続して社会に貢献している。

(http://www.dmc.keio.ac.jp/projects/digital_cinema/index.html)
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図3. ミラノ大聖堂撮影風景

DCCJに関係するコンテンツ制作では、2005年以降、DMCを中心に、オリンパ

スの4Kカメラ（Octavision）を用いて、チャレンジが行なわれた。そのなかで、の

ちに幻のコンテンツと呼ばれる、ミラノ大聖堂の4K撮影が思い出される。4K映

像を制作するワークフローはまだ確立していない状況でのイタリア映画研究

センター(Centro Sperimentale di Cinematografia: CSC)との協力であり、大きな

チャレンジであった。ロケーション先などで、大量のデータをどのように処理す

るのか、大きな課題でもあった。DCCJメンバーの努力によって、現場で生ずる

様々なワークフロー、撮影データ伝送の課題を解決しつつ、撮影は終了した。

その後ポストプロダクションの最終結果が送られてこない結果になったが、

ワークフローの検証としては大きな成果が得られた撮影となった。

図4. ストレージ準備

2007年を中心としたこの時期は、オランダにおいても、同様

に4K撮影が試みられ、これら一連のチャレンジを通じて、ネット

ワークを用いたストリーミングを利用して遠隔でデータを収録

するなど、新たな研究課題が生まれた時期である。

一方、これらの活動と前後して、4Kをネットワーク環境におい

てどのように応用できるのか、新たなチャレンジに取り組む国際

的研究コンソーシアムCineGridが、米国のLaurin Herr氏を中心

に2006年に発足した。私もCo Founderとして設立に参画した。

このきっかけは、まさに、2005年にカリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)にて行われたiGrid2005において、4K映像

の太平洋横断リアルタイム伝送の成功によるものであった。NTT研究所にてJPEG2000を用いた4K映像のリアルタイム

コーデックが完成したばかりであり、また1Gbpsの回線を長距離確保することに関しても、かなりのチャレンジであった

が、多くのコミュニティに助けられ、NTT研究所の若手の奮闘により、成功することができた。リハーサルではうまくいっ

たものの、本番デモの直前でネットワークが落ちる危機的な状況などもあり、この実験を提案した張本人としては、薄

氷を踏む思いであった。

図5. iGrid2005の裏方の奮闘（左：白井大介氏、右：清水敬司氏）
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CineGridの活動は、DCCJがハリウッドに与えた衝撃を、ハリウッドのシネマ関係者だけではなく、世界の最先端メディ

アの応用に関心のあるコミュニティに拡大した。広帯域ネットワークを提供するコミュニティ、コンピューティングパワー

を提供するコミュニティ、ストレージを提供するコミュニティ、ネットワークを用いたアート、パフォーマンスのコミュニティ

などを巻き込んで、様々な技術やソリューションの提案、実証実験の提案が持ち込まれることとなった。

CineGrid開始当時は、1Gbpsのネットワークを前提に、4Kデジタルシネマ用に開発されたJPEG2000に基づくシステム

を用いて、ネットワーク伝送を行うのが標準的であったが、その後、FPGAを用いたシステム、汎用の高性能コンピュー

タとキャプチャーボードによるソフトウェアによるシステムなどが登場して、徐々に4K映像を取り扱うシステムの選択範

囲が広がってきた。もちろん、4K撮像カメラの発達はめざましいものがあり、10年前には想像すらしなかった新たなカ

メラベンダーが参入し、コンスーマレベルからプロフェッショナル用途まで、選択の余地は格段に広がっていることは

言うまでもない。

CineGridはDCCJがもたらした4Kデジタルシネマの制作をネットワークがどのように変えるのか、または4K映像をオン

ライン、リアルタイム系の応用としてどのように使えるのか、Learning by Doingのアプローチでチャレンジしてきたが、

今年で10年の歴史を持つに至った。CineGridも今後の展開を考える時期に来ており、議論が行われている。

（https://cinegrid.org/）

展開期 UHD時代に

DCCJはハリウッドに4K映像という衝撃を与え、映画の製作、配信、劇場上映に関しては4K映像は世界中に普及しつ

つある。映画以外の他分野にも波及して、現在4Kは技術としてはコモディティ化しつつある。今、この原稿は、マレー

シアのジョホールバールにて書いているが、ここでも、AEONのモールが人を集め、そこに4K TVの高品質なモデルが

売られている。

図6. ジョホールバールで展示されている4K-TV

一方、コンテンツ配信のプラットホームとして、日本や韓国では4Kテレビ放送のスケジュールが決められているが、

立教大学の佐藤先生が実証的に研究されているように、どのようなコンテンツを作るべきかという本質的な部分に関

してはまだチャレンジ途中である。

そこに、さらに8Kの流れを先取りしてUHDという概念で、ひとくくりで扱う議論もあり、まさに先の読めない展開が予

想される。いずれにしても、8Kを含めた高精細映像の評価がNHK内だけでなく広く行われていくことで、4K映像の意

義が、再度、真の意味で理解されて展開していく時期にあるとも考えられる。

2016年3月
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1．はじめに

DCCJにおけるNTT研究所の活動は、フィルム映画をディジタルシステムで置き換え、ネットワークによるコンテンツ

流通を実現することを目指して始まった。走査線数2000本の動画像のネットワーク配信とリアルタイム上映を可能と

したフルディジタルシステムを実現、4K Pure Cinema Trialの実施、4Kライブストリーミング技術の開発、劇場ODSの

試行、伝送の低遅延化による双方向通信の実現、マルチ4Ｋによる究極のＴＶ会議システム、遠隔コラボレーション

への応用と研究を進めてきた。

現在、世界の商用映画配信上映の大半はディジタル化され、低コストで高精細な映像が制作・流通する時代に

至った。こうした映画産業における主流の取り組みに加えて、4K映像を種々のアプリケーションに用いる試みを

DCCJと共に進めてきた、4K映像を映画や放送以外の分野で活用する試みはこれからも続くと考える。本稿では、

今までの活動を概観してDCCJ貢献の総括としたい。

4Ｋ映像通信技術の研究開発とその展開

DCCJ会員 藤井竜也
ＮＴＴ未来ねっと研究所

主幹研究員

DCI準拠4Kデジタルシネマ上映機（2005）

4K Pure Cinema 配信実験（2005-2007）

2．4K Pure Cinemaトライアル

NTTの開発したSHD動画像上映システムによるハリウッドで

の上映実験により、4Kをシネマの品質の基軸とする合意が形

成され、業界の標準化団体であるDCIでのデジタルシネマ標準

化の活動が加速され、2005年にDCI仕様が制定された。それを

受けてNTTでは4Kを上映する処理性能と商用映画を配信する

のに十分なセキュリティ機能を備えた上映装置（IMB)を開発し、

ネットワークを用いた最新の封切り映画の配信実験を行った。

DCCJの要請で協力の得られたWarner Bros.社やTOHOシネマ

ズ社、ワーナーマイカル社等の協力を得て、配給元から日本国

内6カ所の映画館をネットワークで結び、2年間で15本の作品を

ハードディスクのような物理媒体を用いない配信上映を成功さ

せた。この実験によってDCI仕様の解釈が深まり、特に字幕や

ルビなど関する互換性の問題が解決されていった。現在では

世界で90％の上映館がディジタル化されるに至っているが、シ

ネマコンテンツの配信自体はネットワークでは無く、ハードディスク輸送が中心であるなど、映画館がネットワークを

維持するための付加的なメリットが必要である。

3．ライブストリーミングODSの試み

映画館に引いた高速光ネットワークを映画のコンテンツ配信以外に利用するために、ODSの実験を行ってきた。

ODSはOther Digital Stuffの略で、歌舞伎などの非映画コンテンツをディジタル上映する他に、各地のライブイベント

を伝送して多人数で見る映画館におけるパブリックビューイングを含んでいる。DCCJでは東京国際映画祭などの機

会に対戦型TVゲームの4Ｋライブ上映や、音楽ライブの4Kストリーミング実験を行って、ODSの可能性を探ってきた。
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4Ｋ映像をライブ伝送する場合に専用線を使えば信頼性の問題は無いが、コスト高が普及のネックとなる。低コス

トな共用網を用い多数のユーザで帯域を利用しながら高信頼の伝送を行うために高ビットレート伝送に適した

FireFort-LDGMと呼ぶ、FEC(forward error correction) 誤り訂正技術を開発した。消失したIPパケットを回復する復

号処理の成功率を高めるアルゴリズムや、高速処理のためのJPEG2000コーデックへの搭載方式の検討を進める

一方、ＮＨＫ放送技術研究所と共同でSuper Hi-Vision 8K映像の伝送実験を進めた。 2012年の夏にはH.264で圧縮

した300Mbpsのストリームをロンドンから東京まで学術網を用いて伝送し、国際スポーツイベントのパブリックビュー

イングを成功させた。2014年にはFireFortとマルチパス伝送路を用いて長期安定性を高めた伝送実験システムを構

築し、ブラジル・リオから東京までFIFAワールドカップ大会のパブリックビューイングを成功させた。

4．4Kの低遅延双方向通信とテレビ会議への応用

4K映像通信の新たな応用である高精細テレビ会議に対して、JPEG2000符号化の利点を活かしビデオ入出力

End-Endで100mS以下の低遅延で伝送するシステムを実現、双方向のコミュニケーションを円滑に行う重要な会議

やプレゼンテーションにおける表情の微細な変化を見て取ることができるようにした。このシステムは、DCCJが主

催したCineGrid＠TIFF等で多用されたほか、さらに複数のコーデックを並列動作する機能を付加することで多人数

の参加が可能なマルチ4K-TV会議システムを実現し、商用導入を行った。

ロンドンパブリックビューイングの伝送路（2012）
ワールドカップパブリックビューイング
の伝送路（2014）

低遅延4K伝送3面同期マルチTV会議システムCineGridにおける3地点TV会議システム実験(2008)

5．高精細映像の遠隔コラボレーションへの応用

高精細映像のTV会議の更に先にある応用として、遠隔コラボレーションの研究を進めた。ネットワークの帯域や

遅延による制限を乗り越えるNWコンシャスなCSCWという意味を込めて、NSCW（Network Supported Collaborative 

Work）と呼んでいる。その一例として、TV会議の環境に映像制作や工業分野のCADの為のコンピュータシステムを

加え、遠隔の多地点から参加者が協調して作業できるワークスペースを実現することを目的とした研究を進めてい

る。現在までに、HTML5によるWEBベースのコンピュータ・プレゼンテーションと、ソフトウェアで実現したフレキシブ
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TV会議と作業用PCを重畳し遠隔協調作業をサポートする
REMOCOPシステム

MMTの位置づけMMTによる多地点からのメディア伝送と同期再生

準化がすすめられ、2015年迄にコア部分とアプリケーションFEC（AL-FEC)が制定・発行された。従来のTSの欠点で

あった、1) メディア（映像、音声等）を個別に伝送ができない、2) Pro-MPEG FECでは誤り耐性が不十分、3)IP伝送

の適した可変長データを扱えない、といった問題の解決が可能となった。NTTは4K伝送で培ったFireFort-LDGMを

提案、その性能が認められAL-FEC（ISO/IEC23008-10) の一方式として採用されている。またMMTの大きな特徴は、

従来のクロック同期の仕組みを廃して代わりにUTC絶対時刻により送受信全体のシステムを同期させる方式に改

めた点である。映像やマルチCH音響といった複数のメディアを多方面から伝送し、受信機で自由に組み合わせて

同期させて表示再生できる機能は、スマートTVに限らない様々な応用の可能性を持っている。

ルな双方向会議室システムをオーバーレイして、

各種のセンサ情報なども融合させたシステム技

術をREMOCOP(REMOte Collaboration Open 

Platform)と呼び、機能の高度化とその性能評価

を進めている。

6．MMT：MPEG Media Transport標準化活動

MMTは今まで広く放送業界で用いられてきた

MPEG2-TSを置き換えるため、異なる複数の伝送

路を組み合わせたヘテロジニアスな環境に対応

する新しいビット・ストリーム多重化方式として標

5．今後の展開

MMTは次世代放送・スマートTVに限らず、遠隔コラボレーション技術の実行基盤としてその高機能化に活用でき

ると期待しており、CineGrid/DCCJのワークショップで可能性を説いてきた。映像、音響、センシング情報などの協

調作業をサポートする情報を伝送し、それを受信者にとって最も理解に適したタイミングで情報を提示できる制御の

基本機能を有しているからである。また、MMTが当初掲げていた伝送プロトコルのレイヤを跨いだクロスレイヤ伝送

制御機能はまだ応用の検討が始まったばかりである。今後、スマートデバイスを利用する全てのユーザが高精細

映像の発信者となり、高密度な通信を行うためには、共用網で高能率なIP伝送方式が求められている。コンテンツ

の内容に応じて、伝送路内でのロバスト性を変化させたり、伝送レートや時刻同期の精度を変える等、レイヤを跨い

だ（クロスレイヤ）通信制御を高度化する必要がある。今後もこのような次世代のトランスポート研究をすすめ、4Kコ

ンテンツをユーザが気軽に通信できる世界を目指して研究開発を進めていきたい。
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最近、学生と話しているとデジタルシネマという言葉が通用しなくなってきた。映画館によく行く学生にも通じない。決

して映画離れではない。国内の映画館のスクリーンがほぼデジタル化され映画がデジタルで上映されることに違和感

を感じないためである。それほどまでにデジタルシネマは普及した。もうシネマはデジタルであるという時代になった。

振り返ってみると、制作プロセスにおけるCG等の利用から始まった映画のデジタル化は上映のデジタル化、カメラ

のデジタル化、そして制作から上映までのワークフローのすべてのプロセスでデジタル化が洗練されることで、映画

のデジタル化はフィルムで作られた映画に比肩する品質に達してきたと言えよう。もちろん、まだまだ改良や工夫の

余地はあろう。新たな技術も今後導入されるであろう。ただ確実に、映画というひとつの文化エリアが産業エリアがデ

ジタルの世界に完全に足を下ろしたといえる。もうフィルムへの後戻りはない。

しかし、シネマがデジタルに根を下ろしたとは、まだ言えない。シネマはデジタルに足を下ろしただけで、まだ社会的に

安定した状況になったとは言えないからである。黎明期のデジタルシネマ機器は、デジタルで上映するという機能を満

たしているに過ぎなかった。黎明期の機器はデジタル上映の魅力を市場に伝えるのが使命であった。第一フェーズであ

る。デジタル上映の魅力を知ったハリウッドは、市場での運用と標準化を推進した。具体的には、ISDCFにおける相互運

用技術の議論、DCIの仕様書やSMPTEにおける標準化、DCIコンプライアンステストが標準機器を決定し、VPFにより市場

に標準機器が導入された。第二フェーズである。そして、今、第三フェーズに突入している。標準仕様の利用である。標

準仕様を利用するということは決して容易ではない。現行システムから標準仕様を用いたシステムへの移行、現在の標

準仕様に新たな技術を加えた新しい標準仕様の策定、新しい標準仕様で動作する機器の実装、市場投入、さらには現

在の標準仕様で動いているシステムから新しい標準仕様で動くシステムへの移行と技術の進歩にあわせたサイクルが

待ちうけている。いま、SMPTE-DCPへの移行が推進されており、この第三フェーズは始まったばかりである。

筆者は2008年からDCIのコンプライアンステストに係わり、デジタルシネマ技術の普及・促進に務めてきた。大学に

勤務しながら、DCIのコンプライアンステストを通してデジタルシネマの現場に直接触れ、文字通り市場の状況や課題

を肌で感じてきた。ネットワーク技術を大学で研究し専門としてきた筆者にとって、当初、映画業界は単にひとつのア

プリケーションという位置づけであったが、欧米の映画業界の最先端で活躍する人たちと議論をし知識を蓄え経験を

積むことで、デジタルシネマは単なるアプリケーションの域を超え、自分自身の考え方に大きく影響を与えるまでに

育ってきた。いまでは、JDCF (Japan Digital Cinema Forum)と名付けた組織を主宰し、国内の映画流通に関する技術の

業種間交流会をほぼ毎月実施し、その存在は海外にまで知れ渡っている。

第三フェーズは始まったばかりで、どのように進めていけばいいのかは誰にとっても暗中模索である。技術的な問

題に限らず経済的な側面も社会展開を考える上では重要である。ボーダレスなデジタル技術は垣根をいとも簡単に

壊してしまう。したがって、過去の経験はそのままでは通用しない。まさにデジタル技術の急速な進化は社会に変化

を強いていて、誰にも未来を明確には提示してくれないのである。世界中に高速なコンピュータが溢れ、高速なネット

ワークが張り巡らされるようになってきた今、映画館とホームシアターの違いは何か、など、他のデジタルコンテンツ

産業の動向を見据えながら日々考え、方向性を探らねばならない。

DCCJの解散にあたり、豊かな経験をもたらしてくれたデジタルシネマの存在に改めて感謝するとともに、これからが

デジタルシネマの正念場であることを肝に銘じ、筆を置きたい。

デジタルシネマと私

DCCJ理事 金子晋丈
慶應義塾大学理工学部/DMC研究センター 専任講師
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The Digital Cinema Consortium of Japan (DCCJ) has made numerous contributions to the development of digital 

cinema due to the cooperative efforts of its members under the leadership of DCCJ chairman Prof. Tomonori 

Aoyama. 

Prior to the year 2000, several of the Hollywood studios had begun evaluating the potential for digital 

technologies to replace 35mm film for theatrical audiences. But these early digital cinema tests yielded 

inconclusive results. Some in the cinema industry concluded that the image quality was “good enough” to proceed 

with immediate deployment of digital cinema using existing technology that could deliver only 1024 x 720 

resolution. But others felt that the quality seen in the early tests was not “good enough” and therefore the industry 

should wait until digital technology advanced to enable encoding, playback and projection of cinema content in 

theaters with image quality as good, if not better, than 35mm film. Imaging experts calculated that roughly 4000 x 

2000 pixels would be needed to fully match 35mm film. But nobody had ever seen digital motion pictures at such 

high resolutions, nor was it clear when the necessary technology might become available.

In July 2001, DCCJ demonstrated the world’s first prototype 4K cinema codec/player combined with the first 

prototype 4K cinema projector at the ACM SIGGRAPH 2001 conference in Los Angeles. This demonstration 

attracted hundreds of SIGGRAPH attendees who marveled at the sharpness of the projected 4K images. It also 

drew the attention of senior executives from several of the major Hollywood studios who made special trips to the 

conference site to see the world’s first 4K demonstration with their own eyes. They were impressed with what 

they saw and immediately invited the DCCJ to come back to Los Angeles for more controlled evaluation using 

real Hollywood movies as test images, the same content as the studios had used in earlier evaluations.  

Paramount Pictures offered to host the DCCJ demonstration at its private theater on the studio lot in June 2002. 

Paramount and Warner Bros. provided 35mm film sequences to be digitized from the award-winning movies, 

Braveheart and Unforgiven. These film sequences were digitally scanned in Tokyo, encoded (compressed) and 

loaded onto a prototype 4K digital cinema playback server that was shipped to Paramount Pictures in Hollywood, 

together with a prototype 4K digital cinema projector. Another DCCJ  member also decided to bring their 

prototype 4K digital motion picture camera to Paramount, adding the capability to demonstrate digital cinema 

photography in 4K for the first time. 

DCCJ Contributions Over the Years
Laurin Herr, 

President of Pacific Interface Inc. and 
Co-founder of CineGrid

Advisor of DCCJ
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Over several days, senior representatives of each studio came to Paramount for private demonstrations. One after 

the other, they watched the tests showing Braveheart  and Unforgiven digitally projected on a large screen and 

asked DCCJ members various questions. 

The June 2002 DCCJ demonstrations at Paramount took on additional significance because they occurred just as 

the six major Hollywood studios were establishing the Digital Cinema Initiative (DCI) . The purpose of the DCI 

was to evaluate digital cinema technology and business issues in order to develop a consensus approach that could 

be implemented and supported by all the studios for global deployment. While the deliberations of the DCI were 

strictly confidential at the time, years later several of the people directly involved in DCI meetings confirmed that 

the DCCJ demonstrations of 4K digital cinema at the Paramount theater in June 2002 enabling them to see 4K 

with their own eyes for the first time strengthened their belief in the potential benefits of 4K image quality and the 

technical feasibility of deploying 4K for cinema production and distribution in the future.

The DCCJ next mounted a 4K demonstration at the Internet 2 conference in October 2002 at the University of 

Southern California (USC) in Los Angeles. With support from research colleagues at the University of Illinois 

Electronic Visualization Laboratory, the DCCJ showed how it was possible to send compressed 4K bit streams 

from a server in Chicago via Gigabit IP research networks to a 4K projector in Los Angeles for viewing on a large 

screen at USC. This demonstration was seen by representatives of several of the Hollywood studios (again), the 

US Department of Defense (DoD), and leading academic researchers from numerous US universities. New 4K 

content for this demonstration was provided by the USC School of Cinematic Arts in the form of an award-

winning student film on 35mm film which was digitally scanned and encoded in Japan, as well as some of the 

world’s first scientific visualization created by computer animation in 4K from the University of Illinois’ National 

Center for Supercomputer Applications (NCSA).  The Internet2 demonstration proved the feasibility of sending 

4K compressed content over long distances via IP networks. And it spread awareness of the emerging 4K 

technology to imaging specialists in the US DoD, academic researchers working with supercomputers, and 

students/faculty at the influential USC School of Cinematic Arts.

Word of the DCCJ’s impressive demonstrations of 4K digital cinema in California in 2002 started to spread 

around the world, leading to an invitation from the newly organized European Digital Cinema Forum (EDCF) to 

conduct comparable events in Europe in the summer of 2003. Demonstrations were held first in London at the 

British Film Institute (BFI) and then in Rome at Cinecitta, the largest cinema studio in Italy. Two screenings at 

BFI were necessary to accommodate the many UK media professionals who wanted to see 4K with their own eyes 

for the first time. And two screening at Cinecitta were organized for a combination of government officials, 

cinema technologists and film makers.  Academy Award winning Italian cinematographer Vitorio Storaro

participated in panel discussions at the Cinecitta demonstrations and personally encouraged the DCCJ members to 

pursue their dream of high quality digital cinema based on 4K technology.
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Next came a request from the American Society of Cinematographers (ASC) and the USC Entertainment 

Technology Center (ETC) for DCCJ to participate in another round of evaluation tests in Hollywood, this time 

comparing digital cinema side-by-side to 35mm and 65mm film release prints and answer prints. Additional test 

content on 35mm and 65mm film from Paramount and Warner Bros. studios was again digitally scanned in 

Japan and encoded for playback at the ETC’s Digital Cinema Lab at the Pacific Theatre in Hollywood. Technical 

experts from the ETC, the ASC and the major studios watched the side-by-side comparison tests with 35mm and 

70mm film projectors in order to evaluate the comparative quality of the different formats. Their conclusion was 

that 4K digital cinema produced a more stable and sharp image than 35mm release prints, comparable even to a 

35mm answer print which has higher quality but is typically only privately seen by studio executives, 

cinematographers and directors making final approvals before public release. Even the comparison between 4K 

and 70mm film projection was favorable. 

Not long afterward, in 2003, the DCI announced its recommendations for a global digital cinema format using 

JPEG 2000 compression to implement both 4K (4096 x 2160) and 2k (2048 x 1080) image formats. The DCI 

recommendation was subsequently refined by SMPTE to create an international digital cinema standard that is 

today shown in theaters around the world.  In hindsight, it is now clear that the DCCJ demonstrations of 4K digital 

cinema in both the USA and Europe deeply influenced the DCI’s internal debate by showing that 4K offered 

perceptible image quality improvements and that 4K technology was feasible. 

In June 2004, the DCCJ organized a symposium in Tokyo to introduce the details of the DCI proposal to people in 

Japan interested in digital cinema. Technical experts from the DCI organization gave presentations, as did 

Academy Award winning cinematographer Richard Edlund.  For most of the symposium’s audience, this was their 

first exposure to the details of the DCI proposal and helped promote understanding of the DCI technical approach 

within the Japanese media industry.

The DCI recommendation to use JPEG 2000, support both 2K and 4K image formats, expand the color space and 

bit depth for digital cinema mastering, and incorporate strong security measures met resistance from some quarters 

due to the associated technical challenges and relatively higher costs for producing, distribution and exhibition of 

DCI-compliant movies at the time. Some people proposed limiting DCI-compliant movies to only the biggest 

theaters showing the most important Hollywood features. They proposed a lower cost, lower quality alternative for 

lower budget movies shown in smaller theaters using high definition television (HDTV) technology. 

The DCCJ resisted this approach and supported DCI efforts to promote digital cinema standards incorporating the 

higher quality 4K format for global adoption. To this end, in October 2004 the DCCJ organized a symposium in 

Tokyo and invited representatives from the Hollywood studios directly involved in the DCI to come to Japan to 

explain their reasoning. Senior technical and operations executives from Warner Bros., Sony Pictures
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Entertainment and Disney accepted the DCCJ invitation to speak in Tokyo and show 4K digital cinema 

examples. The DCCJ symposium in Tokyo was well attended. Afterwards, the DCCJ arranged for DCI 

representative to make a presentation about the future of digital cinema to a meeting of the Keidanren; to meet 

with their counterparts at Japanese cinema studios Toho, Toei, Shochiku and Kadokawa;  and to make private 

presentations to both the Minister of Internal Affairs and Communications (MIC) and the Minister of Economics, 

International Trade and Industry (MEITI). 

These DCCJ activities in 2004 helped lay the foundation for subsequent adoption of the DCI recommendations 

for digital cinema standards based on 2K/4K image formats using JPEG 2000, better color and stricter security 

procedures by the Japanese cinema industry. 

In subsequent years, the DCCJ and its various members continued to develop digital cinema technologies in the 

form of new 4K digital cameras, new 4K digital projectors, new 4K JPEG 2000 compression/decompression 

systems, and new techniques for network transport of digital cinema content. The DCCJ also continued its 

educational efforts through public symposia in Japan and cooperation with groups in many countries, including 

SMPTE, ETC, ASC, EDCF, AMPAS and CineGrid.  Throughout, the DCCJ’s dedication to development, 

demonstration, and promotion of high quality digital cinema based on the 4K image format has contributed 

greatly to progress in this field within Japan and around the world. 
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事務局より

編集・発行 特定非営利活動法人ディジタルシネマ・コンソーシアム事務局
住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急柏木ビル7階

（有限会社ビジョンブリッジ方）
電話： 03-5331-3233 FAX： 03-5331-3239
E-mail： info@DCCJ.info HP:  http://DCCJ.info/index.html

最寄駅：「新宿」 JR各線、京王線、小田急線、東京メトロ各線
「新宿西口」 都営大江戸線

経路：「新宿」駅西口より 小田急ハルクとユニクロの間の通りを
大久保方面に直進 徒歩約10分
「新宿西口」駅D5出口より 右折後大久保方面に直進
左手 小田急柏木ビル7階（1階 LAWSON STORE100）

DCCJホームページの閉鎖、アーカイブについて

DCCJホームページ（http://DCCJ.info/）は追って閉鎖となります。具体的な時期等に関し

ましては、ホームページ上にてご案内申し上げます。
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