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鈴木 幸一
代表取 締役会長

「ひまわり」は、絵を描く人にとって、一

表紙の言葉「ひまわり」

ょうか。陽に向かって咲く生命力に溢れ

度は挑戦したいモチーフではないでし

た姿、コントラストのある印象的な形。
ために、モチーフを慎重に選びます。形

表現者は自分の思いを重ねて表現する
のない思いを形にする、いわば自分の
の世界で絵文字を多用する人たちの心

化身のような存在です。インターネット
情がよく理解できます。

末房志野

勝 これからの企業は、どのような組織が望ましいとお考えですか？
中西 我々もまだ壮大な実験の途上です。昔は工場が企業活動の原点
でしたが、それでは今の状況に合わなくなっていて、ファクトリー・ド
リブンからマーケット・ドリブンへの転換を急いでいます。
「こういう
市場なら、お客さまはこれが必要なはずだ。では、自分たちはどんな
サービスでその課題を解決していくのか？」といったことをプランニン

前線に立つビジネスユニット

革を進めているところです。

勝 中 西さんは、大 学 卒 業 後、なぜ 日 立 製 作 所に 入 社されたのです
か？
中西
私
は
こ
う
見えても工学部の出身で、もともとはエンジニアだっ
（笑）
。工学部というところは、在学中からメーカとの接点
たんですよ
が結構ありましてね。当時はパワーエレクトロニクスが出始めたころ
で、電力変換に使う半導体などを研究室からメーカにもらいに行った
りすると、
「日立に来るよな！」みたいなことを言われていました。私
もメーカに就職するつもりだったので、自分で選んだというよりは、自
然の流れでした。
勝 日立さんでは入社すると、技術系のコースと経営者を目指すコー
スとに分かれるのですか？
中西 いえ、分かれません。実は、そこが経営課題のひとつでもありま
す。私は十代目の社長を務めましたが、歴代の社長は東大工学部の出
身が多く、いわゆる技術系の人間でして、工場で育ってそのまま経営者
になっています。
勝 一流の技術者が経営を行なっていたのですね。
中西 オペレーションや技術だけでやっていけた時代なら、工場で頭
角を現した人のなかからビジネスリーダーを選ぶシステムで問題な
かった。おそらく二〇〇〇年くらいまではそれで良かったのでしょう。
しかし、今はストラテジーの時代に変わった。
勝 経営にあたって、ストラテジーを強く意識されている？
中西 そうしないと、行き先が見えないでしょう。
「何を、どうつくる
か？」より「どんなものが求められているのか？」が重要になってくる
と、市場と 対話する 能力が 不可欠です。そういう 高い 意識を 持った
リーダーを世界中でどれだけ揃えられるかが勝負なので、現在、意識改

ストラテジーの時代

特別対談

。
その豊かな知見をうかがう特別対談“人となり”

第７回のゲストには、
株式会社日立製作所 取締役会長 代表執行役の中西宏明氏をお招きしました。

氏

株式会社日立製作所 取締役会長 代表執行役

中西 宏明

株式会社インターネットイニシアティブ 代表取締役社長

勝 栄二郎

グできる組織に変えようとしています。
勝 人材も組織も両方ですか？
中西 人材だけではダメですね。社員は、お客さまの前に出ると、本
能的に自分たちの製品の優れている点を語り始めてしまう（笑）
。そう
ではなく、お客さまの立場で物事を考えられるセールス、エンジニア
リング、それを支えるバックヤードが必要なのです。
勝 具体的に組織はどうされているのですか？
中西 分野別カンパニー制を解体して、前線の部隊をビジネスユニッ
ヘルスケア、エネルギー、水環境、モビリティ（鉄道） ……
など
ト ――
に細分化し、すべてマーケット対応にしました。さらに各ビジネスユ
といった先端技術を効率的に活
ニットがクラウド、ビッグデータ、 IoT
用できるように、横断的なプラットフォーム部隊を独立させ、お客さ
まの課題を見つけてそれに適したシステムを提案できる体制にしまし
た。これを我々は「ソーシャル・イノベーション・ビジネス」と呼ん
でいます。
勝 非常に大がかりな改革だと思いますが、それを世界中で進められ
ている？
中西 むしろ世界のほうが先にそうなっています。
勝 おっしゃる通りですね。
中西 従来は、お客さまとの付き合い方も、
ＩＴ分野で一番重要なのは
ＣＩＯで、
ＩＴ部門に日参する一方、設備に関しては設備部門の長と話
をする ……
といった具合にバラバラに営業していた。すると「日立さ
んには担当者がたくさんいて、みなさん言うことが違う」となってし
（笑）
。
まう
そこを変えようとすると、大事なのはトップ同士の対話です。まず、
エグゼクティブのあいだで「御社はどの方向を目指しているのです
「それなら、こういうソリューションを
か？」という確認を行なって、
提供できますよ」という話をして気脈を通じておく。話を下からあげ
ていくのではなく、上からおろしてもらったのち、前線対応する部隊
が出向いて、個々の案件に移っていくという順序です。

楽観的かつ先見的な思考
勝 リーマンショック後、赤字に転落しましたが、その後、Ｖ字回復を
達成されました。
中西 リカバリーという点では、不採算部門を整理するのが一番効き
ます。かつてのメーカは、たくさん製品を持っているのがいいとされ
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各界を代表するリーダーにご登場いただき、

写真／渡邉 茂樹

た。だから「選択と集中」なんて全然できていなかったし、
「協業」と
いっても弱者連合になっていた。そういったところはバッサリ切らな
いとダメですね。

が普通だと思っています
（笑）
。
非常に大変だったのは、フォールトトレラント（耐障害性）システ
ムという絶対に止まらない計算機を開発していたときで、一〇〇〇人
の体制でやっているのに、次から次へと問題が出てきて、なかなか完
。
成しないことがありました。お客さまは待っているのですが ……
勝 そういう危機を乗り切るには何が大事ですか？
中西 諦めないことより、
「いずれなんとかなる」と楽観的であり続け
（笑）
。
ることでしょうね。もっとも、それは私の性格かもしれませんが
勝 反対に、
「これはうまくいった」というケースを教えていただけま
すか。
中西 二〇〇三年にＩＢＭからハードディスクドライブ事業を買収し
たのですが、赤字が続いていた。そして二〇〇五年から私がマネージ
メントを引き継いで、事業を立て直しました。利益は出るようになっ
たのですが、事業の本質を見切れていたので、二〇一二年に思い切っ
（ＷＤ）
に売却しました。これだけなら普通の
てウェスタン・デジタル
成功物語ですが、うまくいったと思うのは、売却したあとのことです。
ＷＤは、コモディティ市場に強くオペレーションは得意でしたが、
（笑）
。それで、ＷＤがオペレ
開発は苦手だった。日立とは正反対です
ーションをやり、こちらが開発する体制になると、日立からＷＤに移
った社員は、むしろオポチュニティが広がると同時に待遇も良くなっ
たのです。さらに、私がチェアマンだったとき、ＣＥＯに任命した人
間が、今ではＷＤのＣＥＯになっています。買収された 側の 人間が、
買収先でイニシアティブを取るようになるなんて、珍しいですよね。
これは大成功した事例だと思うし、個人的にもうれしかったです。こ
ちらには売却益が入り、向こうは技術力を手にしたわけですから。
勝 双方がハッピーになれるのは重要なことですね。

英国での鉄道事業と
ソーシャル・イノベーション・ビジネス
勝 英国など海外での鉄道事業が好調ですね。
中西 鉄道のマーケットも劇的に変わりました。日本だけが特殊で、
Ｊ Ｒも私鉄も一気通貫でオペレーションを行なっていますが、新興国
で新規に鉄道を敷く際などは、トレインオペレーターもいないし、投

特別対談

人となり

資の仕組みもありません。プランニングからやる必要がある。しかし、
参入の余地があるのはそういう国のマーケットなのです。
先進国のなかでも英国は、分割民営化を押し進めた結果、運営もう

調達なども引き受けることが多かったです。その後、海外に単身赴任
するようになって、料理の幅が広がりましたね。カリフォルニアなど
はわりと良い魚が手に入りましたし、今でも我が家で魚をさばくのは、
私の仕事です。
勝 そうですか。食べるほうもお好きですか？
中西 美味しいものは何でも好きです。
勝 お酒もお飲みになりますよね。
中西 たしか、勝さんと 最初にお 会いしたのも 宴席だったでしょう
（笑）
。
勝 仕事の話に戻りますが、これからやりたいと思っていることはあ
りますか？
中西 これまでに築いてきた、海外も含めたネットワークを、次の世
代の人達が活用できるように継承していかなければならない、と感じ
ています。世界を見渡すと、リーダーの年齢層や視野は、日本に比べ
てはるかに広くて、深い。これを伝えていきたい。
勝 どうやって伝えますか？
中西 できるだけ現場に引っ張り出しながら、見たり・聞いたり・考
えたりする範囲を広げていくことに重きを置いて、人材育成や事業の
方向性を考えていく必要があると思います。
勝 多様な価値観に触れる機会は貴重ですからね。では、最後に若者
へのメッセージをお願いいたします。
中西 勝さんもそうだと思いますが、我々は「世の中はどんどん変わ
っている」ということを肌で実感しています。ですから、若い人にも、
それが「面白い」と思ってもらえるような仕事をしてほしい。
日頃から新入社員には「会社というところは、それ自体が大事なの
ではなく、大勢の人が集まって、大きなことをやろうと企んでいる場
なのだから、会 社をどう 使うかが 重 要なんだよ」と 言っています。
我々の役目は、そういう場を提供することなので、思い切り会社で暴
れてほしい。そう語りかけると、
「面白い」と感じてくれる連中も出て
きているので、その数をもっと増やしていきたいです。
勝 そういう文化が日立さんには息づいているのでしょうね。そこを
育てるのは、教育ですか？
中西 むずかしいところです。少なくとも、日本の学校教育はその点
に目を向けていないですよね。まずは知識が優先される。
勝 でも、中西さんのようにトップの方が実践されていると、若い人
にも同じ気持ちが浸透していくと思いますよ。
今日は、お忙しいところ、本当にありがとうございました。●

1946年生まれ。70年東京大学工学部卒業後、日立製作所に入社。98年日立ヨーロッパ社 社長、2006年日立製作所 執行役

〃

勝 これまでの仕事で苦労されたことも多いと思いますが、どうやっ
て克服されてきましたか？
中西 開発に携わっていると失敗の連続ですから、うまくいかないの

まくいかなくなっていました。我々が事業を受注した「都市間高速鉄
道計画（ＩＥＰ）
」では、列車の製造・供給に加え、約二七年間の保守
契約を結んでいます。
保守契約の細かい内容は双方で時間をかけて詰めていったのですが、
シート・アベイラビリティ・ボーナスといいまして、事前の運行計画
をどれくらい達成できたかによってボーナスが付いてくるといった要
ＩＥＰでは列車の供給自体は全体の売上
項も含まれています。実際、
の三分の一程度ですから、モノを売ったらそれで終わりというビジネ
スではないのです。
勝 なるほど、そうなのですね。
中西 これこそ「ソリューションビジネス」であり、こうしたビジネ
スモデルを確立して、世界中でターゲットを決めて同じような商売を
やっていこうと考えています。
勝 全社的にその方向を目指しているのですね。
中西 そうです。ハードやソフトをどんどん売る時代ではないし、ク
ラウド化が進んでいるからといって、クラウドサービスだけでは勝負
にならない。だからターゲットを絞るのです。
例えば、施設管理のセーフティ＆エネルギー・マネジメントシステ
ムでは、まず、電力消費、空調・照明設備の接続、人流解析・監視など
のビッグデータを集めて、ビジュアル化します。特にビルや駅などの
人の流れは、シミュレータを使って現場が 〃見える ようにすると説得
力も増しますよね。そこで初めて「こんなサービスやファシリティを
導入してはどうですか？」と提案するのです。そして最終的に、数字
として効果・メリットが出たぶんから、我々が利益を頂戴するという
仕組みです。そうすれば、お客さまは効果だけを見ればいいですし、
お 客さまと 一緒になって 事業に 取り 組むこともできます。これが、
我々の目指しているソーシャル・イノベーション・ビジネスです。
勝 大変よくわかりました。
中西 これは先の大震災で痛感したのですが、電力は可視化するだけ
で節電につながりますね。つまり、そこに注意の目が向けられている
ことが、課題解決へのアプローチになるのです。

会社をどう使うか
勝 中西さんは、料理が得意だとうかがっています。
中西 学生のころから山登りをやっていたので、自分でつくるように
、食材の
なりました。あと、性格がわりに小まめなものですから（笑）

副社長、10年取締役 代表執行役 執行役社長、14年取締役 代表執行役 執行役会長兼 CEO などを経て、16年4月より現職。
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中西 宏明（なかにし ひろあき）

Topics

今年のリオデジャネイロ、さらに四年後には東京オリンピック・パラリンピックの開催が迫るなか、
新たな映像配信の動向に注目が集まっている。

ここでは、これまでの映像配信の流れを追いながら、今後しばらくのトレンドをまとめてみたい。

「インターネットで動画コンテンツを視聴する機会が最近ますます増えている」。
これは誰もが持っている実感ではないだろうか。

山本 文治

IIJ 経営企画本部 配信事業推進部
シニアエンジニア

技術革新が進む
コンテンツ配信

映像変革の世紀

数ほどのアプリケーションがインターネ

つの 〃戦国絵巻 のようなものです。星の

インターネットの歴史は、いわばひと

にあります。大規模なイベントが視聴者

機として新技術の開発や導入が進む傾向

ルドカップなど全世界的なイベントを契

特集イラスト／STOMACHACHE.

えます。視聴者が「見ればわかる」よう

の耳目を集めるというマーケティング的

普及したもののなかでは、動画配信が

に、競技がわかりやすい方向へ進化して

ット向けに開発され、あるものは広く普

大きなムーブメントを生み出しました。

きたとも言えるでしょう。その過程で、

側面に加え、技術論的にもスポーツはも

企業が進出するだけでなく、ユーザ自ら

選手の躍動感やスタジアムの盛り上がり

及する一方、ほとんどのものは淘汰され

がコンテンツを制作する場として成立す

を伝えるために、より高品質で臨場感の

ともと映像表現に適したコンテンツと言

るなど、これまでのメディアにはない進

ある伝え方や技術が常に試されてきまし

てきました。

化を遂げています。インターネットを使

た。

日和でございます」と伝えたＮＨＫの北

ってきてしまったような、素晴らしい秋

の模様を「世界中の青空を全部東京に持

一九六四年の東京オリンピック開会式

った動画配信は二〇年ほどの歴史しかあ
りませんが、映像の歴史の一幕を描くま
でに成長してきたと言えるでしょう。

オリンピックと技術革新

出清五郎アナウンサーの名文句は、カラ

しています。通信と放送は技術的に相性

放送技術は通信の世界に強い影響を及ぼ

も進出したという見方ができます。特に

レビ放送の開始に始まり、通信の世界に

改めて聞いても驚くほど色の描写を頻繁

の開会式を実況した北出アナウンサーは、

極めて低い。そのためもあって、テレビ

「この頃のカラーテレビ普及率はまだ

ックなものと評されています。

ーテレビ時代の幕開けを告げるシンボリ

が良く、近年は互いの利点を導入し合う

にくり返している」
（山本浩「スポーツア

映像の 配信は、映画の 配給、さらにテ

ようになってきました。動画配信の将来

）
ナウンサー 実況の真髄」

オリンピック・パラリンピック大会、さ

そして二〇一六年のリオデジャネイロ

は、放送の動きに密接に関連しているの
です。
放送の世界では、オリンピックやワー
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技術革新が進むコンテンツ配信

動画を見るデバイスは多様化し、コンテンツの種類も増える一方である。
それにともない、電波が主役であった放送の世界にも、
徐々にではあるが確実に、IP化の波が押し寄せている。
今回は、コンテンツ配信の分野で起こっているさまざまなトピックを

ダイジェストでお届けしたい。

技術革新が進むコンテンツ配信

に稼働していくことになります。４Ｋは

「４Ｋ」
「８Ｋ」という 放 送 技 術が 本 格 的

ラ リン ピ ッ ク 大 会に 向け て、日 本で は

らに二〇二〇年の東京オリンピック・パ

ダーを買い換えるなら、このタイミング

になりますが、４Ｋテレビや対応レコー

のＢＳアンテナも必要になります。余談

には対応チューナーに加え、新形式対応

トに搭載されるようになりました。

ートフォン、家庭用ＰＣ向けチップセッ

これらの 最 新 技 術が、４Ｋテレビ、スマ

ズムの進化などが成し遂げられました。

に採用されることが決まっています。つ

す。そして日本における４Ｋ／８Ｋ放送

ロトコルを使うことが前提となっていま

検討された方式で、インターネット・プ

いに放送そのものがインターネット・プ

がベストではないでしょうか。
ロトコルを用いる時代になったのです。

ュメンタリーや報道の世界にも貢献する

映像表現は、スポーツのみならず、ドキ

ことがおわかりいただけたと思います。

を一気に進めるのが非常に困難だという

放送の世界では、新技術への切り替え

対する普及率は日本をはじめとする世界

電話は人々の生活に深く浸透し、人口に

特にスマートフォンの普及率です。携帯

ーにとって 見逃せないのは、携帯電話、

配信事業者あるいはコンテンツホルダ

クリーンを用いて同期して提示したりす

音声を同期して提示したり、セカンドス

なく用いて、一つのデバイス内で映像・

信号を個別に伝送できる通信回線を区別

時に伝送できる衛星放送と、映像・音声

「高品質コンテンツを多数の端末に同

放送と通信の協調

でしょう。
大量に生産されるテレビチューナーや、

の複数国で一〇〇パーセントを超えまし
（ＮＨＫ放送技術研
ることが可能となる」

ＭＭＴは次のような特色を持っています。

日本での４Ｋ放送は二〇一四年六月二

いったん決めたらほぼ変更できない電波
た。一時期、問題視されていた世代間の
究 所 青 木 秀 一「 ＭＰＥＧ Ｈ– ＭＭＴと

新しい技術と通信

現在のフルハイビジョンの四倍の解像度

に二倍のフレームレート、８Ｋは一六倍
の解像度に二倍もしくは四倍のフレーム

日に一二四度／一二八度ＣＳで開始され

の形式など、入念かつ周到な準備期間が
デジタルデバイドも解消されつつありま

レートを持っています。非常に高精細な

た「 Channel 4」
Kから 始まりました。さ
必要なのです。
、第 回情報
スーパーハイビジョン放送」

ＢＳによる ４Ｋ／８
らに 今年八月から、

す。スマートフォンと向き合う時間は、

送に対応したチューナーが必要となりま

必要はありませんが、４Ｋ／８Ｋ試験放

であれば、新しいアンテナを立ち上げる

これまでＢＳアンテナを使っていた環境

と４Ｋのシームレスな映像配信が配信プ

画配信サイトで本格化しています。２Ｋ

すでに４Ｋ映像配信サービスが複数の動

ＢＳの ４Ｋ／８Ｋ本放送開始を 待たず、

ウェア技術を気軽に導入できます。実際、

複数のデバイスに対する配信を統合して

事業者にとってこれから重要なのは、

るのは、ごく自然なことでしょう。

帯を狙ってコンテンツを届けたいと考え

ナルな時間を占めているので、この時間

可処分時間のなかでも、もっともパーソ

ながら再生するといった興味深い応用例

トに配信し、それぞれの映像を同期させ

カメラのストリームをテレビとタブレッ

べられています。通信回線を用いて複数

回線を区別なく用いる」ことが明確に述

ＭＭＴの特色として「衛星放送と通信

４Ｋ／８Ｋの実用放送が開始される予定

試験フェーズを経て、二〇一八年には

ータ量を圧縮できる技術革新のおかげで

ターネットで配信可能な量まで４Ｋのデ

こ う し た こ と が 実 現し た の は、イ ン

（エムペグ・メディア・トラン
のがＭＭＴ

ってきたのです。そこで注目されている

り「放送と通信を協調させる」時代がや

トフォンを結びつけて連携させる、つま
も発表されています。

科学技術フォーラム）

す。あくまでも試験放送ですので、メー
ラットフォームでは当たり前のものにな
サービスすることです。テレビとスマー

他方、通信の 世界では、最新のソフト

カ各社は普及に対してあまり本腰を入れ
りつつあります。

Ｋ試験放送が開始されます。受信には、

ていないようにも見受けられます。

です。伝送路拡大のため、新しいチャン
す。計算能力の向上にともなって、圧縮・
スポート）という技術です。
ＭＭＴはもともと次世代放送のために

環境の変革をもたらします。これからは、

に対するストリーム配信は、現状ではＨ

ＰＣやスマートフォンなどのデバイス

視聴環境の変革

ネルの使用も開始されます。このチャン
伸張用ＬＳＩ 大
( 規模集積回路 の) 開発、

ＣＰＵの性能向上、圧縮・伸張アルゴリ

ネルは電波の送出方法がこれまでの衛星
放送とは異なった形式になるため、受信

ＴＴＰを使う方式が大半を占めています。

より生活に寄り添ったコンテンツ視聴が
一般的なスタイルになっていくでしょう。

向けではアップ
macOS

（ＨＴＴＰライブストリ
ル 発 案のＨＬＳ

例えば、ドラマや映画など没頭したい

や
Android

ーミング）が普及しており、国際標準規

コンテンツは大画面のテレビで鑑賞し、

や
iOS

格のＭＰＥＧ Ｄ– ＡＳＨ
（エムペグ・ダッ

さまざまな 動画をザッピングしたいと
きはＰＣで検索する。また、気になるス

シュ）がそれに続きます。
ＨＴＴＰは元来ＷＥＢサイトからのハ

出先でも 使えるスマートフォンを 使っ

てアクセスする。これは、しばらく前に

ポーツの実況やニュースを見るときは、
に応用することで、配信プラットフォー

「トリプルプレイ」と 呼ばれていたソリ

るプロトコルでしたが、これを動画配信
ムにかかる専用のソフトウェアコストを

ューションの姿そのものですが、今では

イパーテキストファイル配信に用いられ

圧縮し、かつスケールアウトに成功しま
ＤＡＳＨ、さらにＭＭＴが 動画配信で 用

いでしょうか。今後は、こうした世界に

となく、その恩恵に浴しているのではな

ＨＬＳ、
ＭＰＥＧ – 個々のサービスや 仕組みを 意識するこ
した。今後しばらくは、

いられるメジャーなプロトコルになるで

さらに 放送が 参入してくることになる
わけです。

しょう。
ＩＩＪの動画配信プラットフォームは、

しています。配信データの解析にも取り

の大規模な配信プラットフォームを提供

うなＨＬＳおよびＭＰＥＧ Ｄ–ＡＳＨ対応

あり、今では１００Ｇｂｐｓ を超えるよ

スをすでに開始しています。この成功も

Ｖ向けのＨＴＴＰストリーミングサービ

発表される二年前の二〇〇七年にＩＰＴ

ひとつの 視聴環境として 着目されるよ

究開発が 進んでいる 自動運転車がもう

しょう。ひょっとすると、現在盛んに研

多眼的な 映像経験へと 変化していくで

スタマイズされた情報提供により、より

像を享受してきましたが、これからはカ

で我々は、放送という一元的な経験で映

の意味が変わるかもしれません。これま

近い将来、映像を通した「共通の経験」

組んでおり、
ＩＩＪ 技術研究所の 研究者

うになるかもしれません。そのような

この 流れを 先導してきました。
ＨＬＳが

の論文が国際会議にも採択されるなど、

映像変革の世紀に、我々は立ち会ってい

るのです。●

活発な活動を展開しています。

こうした技術の導入は、ユーザに視聴
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放送機器や伝送ケーブルをIP 化する動きが進んでいる。
本稿では、放送業界における一大変革である

ＩＰを採用している装置を流用すること

でコスト圧縮を図ることができます。ま
た先行して

に用いることの
Video over IP

でしょうか？ エンジニアにはエキサイ

とができるとしたら、どんなものになる

今、新しいプロトコルを自分で作るこ

が、配線に大変な労力を費やすことにな

ねて使用する手法も広まりつつあります

Ｋの映像機器では複数本のケーブルを束

って理想的なデザインを施すか。そのよ

あるいは、自らまったく新しい思想によ

きた蓄積のうえに立って仕事をするか。

４Ｋや８Ｋのデータ伝送に向いており、

イバは低損失・大容量という特質を持ち、

体は光ファイバに着目しました。光ファ

そこで、放送業界のメーカや規格化団

ります。

うな試みと努力が映像の世界で実を結び
すでに通信業界での成功事例もあります。

ティングな課題です。先人が作り上げて

つつあります。
そこで放送業界は、今後の大容量化に備
えるための方策として、これまでの同軸

器は、映像を伝送するために同軸ケーブ

放送局で用いられる業務用のビデオ機

ンターネット・プロトコルを使っていく

代わりにイーサネット技術を、加えてイ

る方向に動いています。さらにＳＤＩの

増え続けるデータ容量

（シリ
ルを 用います。その 規 格はＳＤＩ

という大きなうねりが起きています。こ

ケーブルに代わって光ファイバを採用す

アル・デジタル・インタフェース）と呼
ＳＤＩ規格に取って代わり、
れています。

と 呼ば
のムーブメントは、 Video over IP

れています。この規格は放送のデジタル
映像伝送用にＩＰが用いられるようにな

ばれ、ほとんどの放送用映像機材で使わ
化と同時に誕生し、フルハイビジョン化

ることを意味します。

ＩＰ化のメリット

に至る道筋をサポートしてきました。
ところが４Ｋや８Ｋの時代になり、伝
送しなければならないデータ容量が増大

しました。現状普及しているＳＤＩの伝

ルタイム・トランスポート・プロトコル）

太く）する必要が出てきます。４Ｋや８

ーブルの長さを短く（もしくは物理的に

伝送できる容量を増やそうとすると、ケ

まかなえません。しかも同軸ケーブルで

れではフルハイビジョン一本の伝送しか

応えられるでしょうか。

びていく見通しが立っています。引き続

そして二〇二〇年には１Ｔｂｐｓ へと伸

す が、二〇一 七 年 に は ４ ０ ０Ｇｂｐｓ 、

のイーサネット規格は１００Ｇｂｐｓ で

ほぼ対数的に向上しています。現在最速

イーサネットの速度はこの三〇年以上、

ＳＤＩケーブルは基本的には一対一の

が用いられています。汎用的にオーディ

送ビットレートは３Ｇｂｐｓ ですが、こ

接続形態でした。
ＩＰの場合、ルータやス

オやビデオのマルチメディアデータを運

へ向けて
Everything on IP

イッチに収容され、異なったネットワー

ぶために 設 計されたＲＴＰは、
Ｖｏ ＩＰ

術の普及に向けて、ソリューション展開

ッションクリティカルな

ＩＩＪでは、このように大容量かつミ

のＩＰ利用に際しても適応性を備えてい

技
Video over IP

ました。ＳＭＰＴＥは既存の規格を利用

信するようになると見られています。ス

ァイバで接続され、それぞれがＩＰで通

将来的には放送局の全ての機材が光フ

プトで

ディア・インタフェース」というコンセ

販売する放送機器は「ネットワーク・メ

業を開始しています。ソニー株式会社が

を進めており、その第一弾としてソニー

論されており、すでに「ＳＭＰＴＥ２０

タジオのカメラ、映像を切り替えるスイ

の業界をリードする存在になりつつあり

することで、スムーズなＩＰへの移行を

２２」という 規格書が 発行されました。

ッチャー、素材を収録・送出するサーバ

ます。そこでＩＩＪは、このようなシス

ビジネスソリューション株式会社との協

また、多くの関連プロジェクトや企業が

などがＩＰで相互に通信を行なうように

テムのインフラに適したネットワークを

促しています。

策定に携わっており、その成果をフィー

なるのです。すでに放送局では段階的に

ソリューションとして提供しています。

の 標 準 化 作 業 は、
ＳＭＰ
Video over IP

ドバックしています。標準化作業は今後

ＩＰの利用が始まっています。現地収録

の浸透を図るうえで、
ＩＩＪ
Video over IP

の具体的な利点を挙げてみ
Video over IP

ましょう。

ありません。

はもっとも合理的な選択であったに違い
ＩＰのメリットは「階 層 化・多 重 化」

も継続する予定で、さまざまな映像圧縮

したデータの伝送やコンテンツの配信で

①一本の光ファイバケーブルに複数の映

ます。

のＩＰノウハウを提供できると考えてい

に 対応しており、こ
Video over IP

「双 方 向 性」
「相 互 接 続」に あ り ま す。

や伝送の手法について議論が進んでいく

はＩＰの利用が一般化しており、これら

用いられることがほとんどです。どのよ

標準化作業が完了している先行の規格が

一般的です。対照的に、
ＩＰの 部分では

ＩＰの普及と信頼性を一段高いステージ

交換電話網からＩＰに移行したことは、

件です。例えば、電話がこれまでの公衆

これはＩＰの歴史のなかでも大きな事

険家たちは、地に足を付けたリサーチを

デオ 伝 送のＩＰ化という 夢を 描いた 冒

ようになるのがひとつの 理 想です。ビ

至るまで、全てがＩＰによって運ばれる

制 作 現 場の 機 材から 家 庭の 受 信 機に

Ｉ
うな圧縮化方法が登場したとしても、

広まっていくことになります。

Ｐの世界から見ると、単純に運ぶべきデ

こうした活動のもと、徐々にではありま

すが、放 送の 世 界も

はそれとも肩を並べ得る、チャレ
over IP

ンジングな移行と言えます。高信頼度を

へと 一歩一歩近づいていくことになる

Everything on IP

このような 目 的に、一 九 九 六 年 以 降、

求められる放送という領域において、
Ｉ

でしょう。●

〃

ビデオやオーディオの信号伝送プロトコ

Ｐという技術はどこまでユーザの要求に

ータに過ぎないからです。

へ と 持 ち 上 げ た 出 来 事 で し た。 Video 通して自らの夢を実現しつつあります。

率的に映像を圧縮できるようになるのが

でしょう。
映像圧縮の技術は常に進化しているた

に加え

これまで一本の同軸ケーブルだとひと

像や音声を多重化して伝送できる。

つの映像しか伝送できませんでしたが、
ＩＰでは複数のメディアを同時に送信で

きるようになります。
② 同じ機材で送信と受信が同時にできる。
ＳＤＩでは片方向の通信しかできませ
ＩＰにより双方向の通信が
んでしたが、
可能になります。

が放送局内の機材に
Video over IP

そして 新しい 規格ほど 綺麗に、かつ、効

ＴＥ
（米国映画テレビ 技術者協会）で 議

で成功事例を生みましたが、放送業界で

クに接続できるようになります。

山本 文治

め、新しい技術が積極的に採用されます。

できる規格が存在しており、それらを踏

シニアエンジニア

チャレンジングな移行

“Video over IP”の概要を見てみたい。

さらに放送業界はＩＰを採用しました。

ないと言えるでしょう。

合わせは、速度の面で将来的にも心配が

ので、光ファイバとイーサネットの組み

き光ファイバが物理層として使われます

〜放送分野で進む IP 化

襲しました。現代において、
ＩＰの 採用

IIJ 経営企画本部 配信事業推進部
（リア
ルとして 策定が 進んできたＲＴＰ
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Video over IP
③ 異なったネットワークに接続できる。

〃

技術革新が進むコンテンツ配信

技術革新が進むコンテンツ配信

特にライブストリーミングで生じる“遅延”の要因やその長さ、
そしてIIJにおける遅延計測の取り組みについて紹介する。

れていきます。できたてホヤホヤのファ

定の時間間隔で新しいファイルが生成さ

による遅延ですが、ビデオファイルは一

次に「ビデオファイル取得タイミング」

避けることができません。

り、ここでの遅延はストリーミングでは

だけカメラからのデータを待つ必要があ

ルを作成するには、その再生時間と同じ

イルひとつ分となります。ビデオファイ

この分割による遅延の長さはビデオファ

にビデオファイル分割による遅れがあり、

オファイル生成で忘れてはならない遅延

ための処理時間があります。また、ビデ

延としてエンコードやトランスコードの

まず「ビデオファイル生成」による遅

。
なります（右頁図参照）

ングによる時間の遡り」も遅延の要因と

「初期バッファリ
ァイル取得タイミング」

「ビデオファイル 生成」
「ビデオフ
なく、

ライブの場合は、再生の開始待ちだけで

う時間の範囲が異なるのです。よって、

オンデマンドとライブでは遅延として扱

での時間が遅延となります。このように、

影されてからプレーヤーで再生されるま

がら配信が行なわれるため、カメラで撮

音声をもとにビデオファイルを生成しな

方、ライブではカメラで撮影した映像と

まるまでの開始待ち時間となります。一

っては再生ボタンを押してから再生が始

コードにかかる時間であり、ユーザにと

本稿では、ストリーミングのなかでも

イルを取得するか、次のファイルが生成

再生開始

scene 03
scene 01

scene 02
デコード時間

皆さんは、テレビとインターネットで

ド配信、スポーツやコンサートなどのイ

に完成しているコンテンツはオンデマン

種類があります。映画やドラマなどすで

ストリーミング配信では、プレーヤー

同時に中継されている番組を見ていると

「モバイル環境で見ているから」など、ネ

はデータを受信しながら再生を行ないま

き、ストリーミングの遅れに気づいたこ

ットワークや通信環境を遅れの理由と思
す。ストリーミングを再生するために、

ベント中継はライブ配信です。オンデマ

われる方が多いかもしれませんが、スト
プレーヤーはビデオファイルとリストフ

とはないでしょうか？ ストリーミング

リーミングが遅れる理由はネットワーク
ァイルの二種類のデータを受信していま

ンドもライブもストリーミング配信の仕

でも通信環境でもありません。実は、ス
す。ビデオファイルには数秒分の動画と

が 遅れる 理由はどこにあるのでしょう

トリーミングの仕組みのなかに遅れの要
音声が入っており、リストファイルには

組みは同じです。

因があるのです。

ビデオファイルの再生順序が書かれてい

か？ 「ネットワークが 混 雑している」

「遅延」という言葉にはネガティブな響

ます。一本分のビデオファイルを全部ダ

とつのビデオファイルの再生時間は数秒

きがあります。特にライブストリーミン

せん。しかし、ライブストリーミングの
です。そのため、プレーヤーは受信した

ウンロードしてから再生するビデオコン

遅延と、配信の安定運用や低コストによ

ビデオファイルの再生が終わる前に次の

テンツと 違い、ストリーミングでは、ひ

る大規模配信のあいだにはトレードオフ
ビデオファイルを受信しておく必要があ

して考える方もいらっしゃるかもしれま

の関係があり、必ずしも遅れが悪いとは
り、データの受信を数秒ごとに繰り返し

グの遅延と聞くと、サービス品質と直結

言えません。ストリーミングの仕組みの

ています。

遅延の要因

なかに遅延が起きる要因がある一方、そ
の仕組みを用いることで安定性と拡張性
を両方備えた配信を実現できるのです。

オンデマンド配信とライブ配信ではス

よって決まります。そして、そのタイミ

グとビデオファイル生成のタイミングに

かは、プレーヤーの再生開始のタイミン

されるギリギリのタイミングで取得する

ンスコードなどの時間が含まれていない

しかも、この遅延にはエンコードやトラ

短で一六秒、長いと四〇秒にもなります。

ストリーミングの仕組みによる遅延は最

どの 場 合、二 秒 以 内です。一 方、ライブ

ーミングにはオンデマンドとライブの二

ミングの仕組みから説明します。ストリ

じるのか？ まずは基本となるストリー

なぜライブストリーミングで遅れが生

サーバログからライブストリーミングの

ミングにおける遅延を把握するために、

ＩＩＪでは、大規模なライブストリー

行なうにはどうすればいいでしょうか？

な大規模なライブストリーミング配信で

何万という人がいっせいに見ているよう

ビデオファイルのダウンロードとそのデ

っているので、遅延は主に再生開始時の

ンドの場合はビデオファイルがすでに揃

遅延の意味合いは異なります。オンデマ

ストリーミングの仕組み

ングによっては、最大でビデオファイル

ので、実際の再生はさらに遅れます。こ

トリーミングという仕組みは同じでも、

ひとつぶんまで遅延が伸びる可能性があ

グに必要なデータ量はプレーヤーの実装

ろから始まるのです。初期バッファリン

のビデオファイルに比べて少し古いとこ

に取得することになるため、再生も最新

から見ていくつか前の古いファイルを先

ではありますが、最新のビデオファイル

ら再生を始めます。この際、最小限の数

のビデオファイルをダウンロードしてか

に初期バッファリングとして必要最小限

などにより、プレーヤーの遅延の長さも

ます。そのため、バッファサイズの違い

デバイス毎のプレーヤーの実装も異なり

ザがライブストリーミングを見るデバイ

の長さが違うところです。しかも、ユー

しくしているのは、プレーヤー毎に遅延

遅れを知ろうとしたとき、計測をむずか

くらい遅れているのでしょうか？ その

実際のライブストリーミングは、どれ

実際のライブストリーミング配信の振る

はないでしょうか。

の大変さも少しは感じていただけたので

レット・ゲーム機・ＳＴＢなどさまざまで、 と思います。そして遅延を計測すること

ＰＣ・ＴＶ・スマートフォン・タブ
スは、

舞いを知るうえで一助にはなりますが、

の仕組みにあることがご理解いただけた

ネットワークではなく、ストリーミング

トリーミング配信における遅延の要因が

さて、以上の 説明を 通して、ライブス

ング配信で遅延推測を実施しました。

夏の甲子園の大規模なライブストリーミ

のもと、この 遅延推測手法を 適用して、

朝日新聞社さまと朝日放送さまのご協力

できることなどです。二〇一五年には、

性がないことや、大規模な配信にも適応

遅延を推測する手法を研究しています。

ります。
最後に「初期バッファリングによる時
間の 遡り」です。実は、ライブ 配信の 場
合、プレーヤーはそのときダウンロード
可能な最新のビデオファイルから再生を

によって異なりますが、一〜三個分のビ

多様だと考えられます。たとえ同じプレ

ストリーミングの品質を理解するには、

始めるのではなく、安定した再生のため

デオファイルをバッファとして持ってい

ーヤーであっても、いったん再生を止め

の一例として、再生時間が八秒の８００

れとなります。ネットワークによる遅れ

要因は、それぞれが数秒から数十秒の遅

こうしたライブストリーミングの遅延

るのです。このような遅延計測を、何千・

プレーヤー毎に遅延を計測する必要があ

ようとしたら、複数のデバイスの個々の

す。つまり、全体的な遅延の傾向を調べ

セットされるため遅延の長さは変わりま

す。●

らに理解を深めていきたいと考えていま

配信の振る舞いやその品質について、さ

後も解析を続けるなかでストリーミング

まだまだ足りないところがあります。今

サーバログから遅延を推測することは、
るようです。この初期バッファリングに

てしまうと、次に再生を始めるときにリ

ＫＢ前後のビデオファイルでは、ほとん

から数十秒の遅れとなるのです。

よって遡った時間が、プレーヤーで数秒

遅延の計測

うして比べてみると、ネットワークによ

ネットワークの遅延

サーバログを使うメリットは、遅延計測

ストリーミングの仕組みによる遅延

再生開始命令
ユーザ

ファイル取得

ビデオファイル
取得タイミング
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scene 04
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る遅れはとても短いということがおわか

エンコード時間

のために新しいシステムを構築する必要
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りいただけたと思います。
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ストリーミングの遅延について

技術革新が進むコンテンツ配信

IIJは新たな配信サービスをリリースした。

おり、主要ＩＳＰとの相互接続がありま

大規模なＣＤＮ設備を配備して最短経路

総務省の 発表 ＊によると、日本国内の

ダウンロードトラフィックは、二〇一五
で配信することで、日本国内のコンシュ

ポイントに近いＩＩＪバックボーン内に

年一一月時点で約５・４Ｔｂｐｓ と推定

ーマに安定した配信環境を提供すること

す。そのため、主要ＩＳＰとの 相互接続

されており、前年同月比五二・八パーセ
を目指しています。このように、本サー

固定網（ＦＴＴＨ、
ＤＳＬ、
ＣＡＴＶ、
ＦＷ

ント増と大幅に増えています。また、契
ビスは日本国内での配信に重点を置いた

Ａ）におけるブロードバンド契約者の総

約数は緩やかに増加する一方、一契約あ

かたちで初期リリースを迎えました。

〇一八年には総ダウンロードトラフィッ
ＷＥＢサーバを 構
ンツを 配信する 場合、

て簡単に触れます。一般にＷＥＢコンテ

ＣＤＮの仕組みと導入メリットについ

ＣＤＮの仕組み

たりのダウンロードトラフィックは前年
同月比四六・九パーセント増と契約数の
増加以上の伸びを見せています。さらに

クの七五パーセントを動画などのリッチ
築し、インターネットに公開します。
ＷＥ

の発表 二
Cisco
( 〇一四年 に) よると、二

コンテンツが占めるようになると予測さ
ＢサーバはＰＣやスマートフォンからク

ライアントの要求を受けてコンテンツを

リーミングサービスの普及、４Ｋやハイ
レゾといった広帯域を要するコンテンツ
配信しますが、例えば、あるコンテンツ

れており、コンテンツの 高精細化、スト

の台頭といった利用形態の変化も加味す

寄せられると、サーバのキャパシティを

が著名なニュースサイトに掲載され、そ

こうした背景のもと、
ＩＩＪは「ＩＩＪ
超えてしまう場合があります。その原因

ると、トラフィックの増加傾向は今後も

プレミアムコンテンツ配信サービス」と
は、ネットワーク 帯域が 足りなくなる、

れを見たクライアントから大量の要求が

Ｃ
いうＣＤＮサービスを 開始しました。

サ ー バ のＣＰＵ、デ ィ ス クＩ／Ｏ、メ モ

続くと考えられます。

ＤＮはコンテンツ・デリバリー・ネット

リといったリソースが足りなくなるなど、
いくつか考えられますが、クライアント

）の 略
ワ ー ク（ Content Delivery Network

で、
ＷＥＢコンテンツの 配信に 最適化さ

から 見れば、コンテンツの 配信が 遅い、
況になります。

もしくはまったく配信されないという状

れたネットワークを意味します。
国内外の主要なＣＤＮ事業者は複数の
ＩＳＰにＣＤＮ設備を配備してワールド

フロントキャッシュはクライアントか

ェーズ１としてサービスをリリースし、

見直しました。そして二〇一五年夏にフ

本 案 件の 特 徴としては、
ＨＴＴＰＳに

用しました。

プレミアムコンテンツ配信サービスを利

これを改善するにはネットワークを増

らの要求に応える最前線のサーバ群で、

八月には国内最大規模のスポーツイベン

よる配信と、アンケートの回答データを

ＩＩＪは 国
ワイドに 展開していますが、

ＩＩＪバックボーン内の主要ＩＳＰとの

トのライブ中継基盤として、さらに九月

ＣＤＮ経由でオリジンサーバへＰＯＳＴ

強する、サーバの台数を増やすといった

相互接続ポイントに近い拠点に配置され、

には平成二七年国勢調査の回答用ＷＥＢ

内最大級のバックボーンを自社運用して

ＧｂＥのネットワークインタフェース

（送付）する機能の提供が挙げられます。

では、本サービスの 導 入 事 例として、

一・五倍程度のリソースを消費するとさ

を選定しなければ
(Cipher Suite)

また、
ＨＴＴＰＳで 利 用する 暗 号 化アル

れ、より 多くのサーバを 必要とします。
ゴリズム

にＯＳＳベースのクラスタストレージ技

大量に搭載した汎用的なサーバ群のうえ

力軽減させる 役割を 担います。
ＨＤＤを

る最大規模の調査です。全国民を対象と

を得ることを目的とした、日本国におけ

どを把握し、各種行政施策他の基礎資料

国勢調査は国内の人口・世帯の実態な

ＰＯ
を 採用することにしました。なお、

奨されている強度の暗号化アルゴリズム

掛けた 結果、安全性に 重点を 置いて、推

回は、安全性とサーバリソースを天秤に

多くのサーバリソースを消費します。今

ならず、強度が高いほど安全になる反面、

術を展開している他、複数の異なるフロ

して、五年に 一度行なわれ、昨年が 二〇
今回の国勢調査がこれまでと大きく異

回答期間終了後、予想を上回る一九〇

ントキャッシュから同一の要求がきたと

なっていたのは、インターネット回答が

〇万世帯強がインターネット回答を利用

ＳＴについては標準的なメニューでは提

に集約するリクエストコンソリデーショ

利用できるようになった点です。調査は

したと発表されましたが、インターネッ

回目の節目にあたりました。

ン機能を実装しています。設備はスケー

二段階に区切られ、まず九月一〇日〜二

供していませんが、国勢調査対応のため

ルアウトの容易さを重視し、ハードウェ

〇日までをインターネット回答期間とし、

のアプリケーションレイヤの構築は、サ

配布するというかたちがとられました。

し、九月二六日から従来の紙の調査票を

インターネット回答がなかった世帯に対

定した配信機能を提供できました。

あいだ、サービスのトラブルもなく、安

ト回答が開始されてから終了するまでの

だけるよう、アーキテクチャを根本から

したが、より大規模な用途にご利用いた

めとするＣＤＮをサービス提供してきま

は、ストリーミング配信サービスをはじ

らスタートしました。これまでＩＩＪで

本サービスの構想は二〇一四年の秋か

を 担当し、そのＣＤＮ機能としてＩＩＪ

トワークやセキュリティ関連の基盤構築

ＩＩＪはこのシステムを 支えるネッ
た。

ンラインで回答すると見込まれていまし

で、そのうち一〇〇〇万以上の世帯がオ

調査対象となる世帯数は約五一〇〇万

ます。●

点への 展開も 推し 進めたいと 考えてい

に、お客さまの動向を見ながら、海外拠

拡 大をそれぞれ 予 定しています。さら

能強化を、冬から春にかけて国内拠点の

二〇一六年度、本サービスでは秋に機

用いて自動化しています。

（シェフ）
」などを
ーバ管理ツール「 Chef

に検証導入しました。

品・設置にかかる時間を短縮し、設置後

ア構成をある程度固定化して、発注・納

きに、オリジンサーバへの要求をひとつ

国勢調査についてご紹介します。

ＨＴＴＰＳはＨＴＴＰ配 信 時 に 比 べ て

サイトのＣＤＮとしてご利用いただきま

ンツを高速で送り出すために、ディスク
ミドルキャッシュは二次キャッシュ的

にはＳＳＤを採用しています。
な位置づけで、大量のキャッシュを保持

国勢調査での実績

を搭載して高集約化し、ホットコンテン

唐沢 智之

した。

IIJ 経営企画本部 配信事業推進部

ツと呼ばれるアクセス頻度の高いコンテ

ここではその概要を紹介する。

バ 以
( 下、オリジンサーバ の) 中間に入り、 し、オリジンサーバへのリクエストを極

シュからの要求を受ける「ミドルキャッ

ロントキャッシュ」と、フロントキャッ

コンテンツの配信要求を直接受ける「フ

ビスのＣＤＮは二段構成となっており、

ＩＩＪプレミアムコンテンツ配信サー

新サービスの概要

るのです。

突発的なアクセス増にも柔軟に対応でき

共有しているからこそ、大規模な配信や

者でリソースを共有します。リソースを

常はマルチテナントとなっており、契約

ＤＮ事業者のモデルにもよりますが、通

要求に応え、コンテンツを配信します。
Ｃ

ンサーバに代わってクライアントからの

テンツをキャッシュすることで、オリジ

オリジンサーバが持つオリジナルのコン

ＣＤＮは、クライアントとＷＥＢサー

ウハウの蓄積が不可欠となります。

システムの最適化など専門的な知識やノ

機器の調達・運用コスト、配信に適した

なネットワーク回線と膨大な数のサーバ

規模な配信設備が必要になると、広帯域

大にともなって数十Ｇｂｐｓ といった大

トがかかってしまいます。また、事業拡

をピークに合わせると、過剰な運用コス

クと平常時の差が大きい場合、設備設計

施策があります。しかし、突発的なピー

インターネットを介したコンテンツのやり取りが急増するなか、

シュ」というコンポーネントに大別され
ます。

16
＊ http://www.soumu.go.jp/main_content/000402062.pdf
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IIJプレミアムコンテンツ
配信サービス

２０１５ マラソン・コンサート」と「ベ

二〇一五年四月に「東京・春・音楽祭
一〇月に「第一七回ショパン国際ピアノ

ストリーミング配信の実証実験として、

した。続いて、既存回線を使ったライブ・
の 模 様を ハ イ レ ゾ 音 源（ＰＣＭ

された、ベルリン・フィルの定期演奏会

パートナーシップにより 独占的に 提供
ｋ

ルリン・フィル演奏会」のＤＳＤライブ・
／ ｂｉｔ ）で聴くことができる 〃ベル

ました。昨年、小誌の「座談会」で関係者

早くも季節が一巡し、暑い夏がやって来

デートされたクライアントソフトウェア

ました。そして、これに合わせてアップ

ンセルトヘボウ演奏会」の配信を行ない

ダウンロードして、番組をお楽しみくだ

ライアントソフトウェア

います。読者の皆さまも、ぜひ最新のク

リン・フィル アワー の配信を行なって
〃

〃

のよもやま話を披露したのちも、ハイレ
〃

さい ＊。

コンクール」の受賞者コンサートと「コ

ゾ・ストリーミング配信は地道に開発・
応するようになり、多くの方にハイレゾ

ストリーミング実証実験を行なってから

進化を続けていますので、これまでの実
配信の音を楽しんでいただけるようにな

昨年四月の実証実験以降、技術面と運

れるため、ハイレゾ・ストリーミング配

信を体験していただく機会や音源が限ら

だけでは、ハイレゾ・ストリーミング配

イブ配信や期間限定のオンデマンド配信

ンド配信を行ないましたが、単発的なラ

ゾ 配 信が 実 現したことで、いろいろな

ド・ラジオという 三つの 形 態のハイレ

ま せ ん で し た が、ラ イ ブ・オ ン デ マ ン

運営することになるとは 想像もしてい

自前のインターネットラジオ局を開局・

昨年の「座談会」の 時点では、まさか

広がるハイレゾ配信

用面の課題を整理しながら、昨年一一月

お 客さまから「こういうことはできな

PrimeSeatを

績を振り返りながら、今後の展望につい

りました。

PrimeSeatがＰＣ単 体での 再 生にも 対

ても触れてみたいと思います。

までは、実証実験を兼ねたＤＳＤライブ・
信サ ー ビ ス

PrimeSeatを 立ち 上げて、

その後もいくつかのライブやオンデマ

ストリーミング配信やオンデマンド配信
世界初のハイレゾ・インターネットラジ
「うちも 配 信をしたい」といっ
いか？」

収録した音源をオフライン処理して配信

うわけにはいきませんが、ライブ会場で

線敷設費用もかかるので気軽に試すとい

回線の引き込みが必要な場合もあり、回

せんし、会場によってはインターネット

った事態にも備えておかなければなりま

時間あり）には、クラシック音楽専門のイ

平日・朝九時から夜九時の時間帯（休止

朗読など、多彩な 番組の 配信を 行ない、

でのライブといった音楽番組、環境音・

制作のサロンコンサートやジャズクラブ

に加えて、毎日・夜九時一〇分から独自

従来のライブ配信やオンデマンド配信

さい。

てまいりますので、どうぞご 期 待くだ

組の 拡充や 新たなサービス 開発に 努め

後は、さまざまな要望に応えつつ、新番

のだということを 実 感しています。今

で 初めて 理解してもらえるサービスな

た。そ う い う 意 味で は、形に す る こ と

〃

を行ないました。
オ配信を一二月二三日にスタートさせま
た 引き 合いをいただくようになりまし

できるオンデマンド配信であれば、これ

ところ で、
「あれ？ この 筆 者、昨 年は

サイデラ・パラディソ、ソニー、
ＩＩＪの

と「ベルリン・フィル演奏会」でコルグ、

二〇一五年四月に「東京・春・音楽祭」

し、八月下旬からオンデマンド配信しま

ＭＦオーケストラ演奏会」をＤＳＤ収録

ＩＩＪはＤＣＨのストリーミングパー

デバイスにダイレクトで届けています。

ネットテレビなどエンドユーザの多様な

介してＰＣ、スマートフォン、インター

ル・メディアとＩＩＪのストリーミング・

また今年四月からは、ベルリン・フィ

を提供します。

クラウド技術を用い、安定したインフラ

定です。エンタープライズ向けに培った

ＩＩＪ に来てしまいました（笑）
。●

Ｓ社じゃなかったっけ？」と 思われた

四社が行なったハイレゾ音源によるライ

トナーとして配信インフラの提供とテク

メディアが開発した方法により、
ＷＥＢ

の放送とのサイマル配信も行なっていま

ブ・ストリーミング配信の実証実験をき

ノロジー・プロジェクトに参画しており、

ベースでハイレゾ配信を行なっています。

す。

ＩＩＪは
っかけに、二〇一六年一月一日、

配信インフラに関しては次の三つの技術

これに加えて、
ＩＩＪが

方 ……
素 晴らしい 記 憶 力です。ハイレ
ゾ・ストリーミング 配 信 実 現のために

ベルリン・フィル・メディアと、同社が

提供を行ないます。

積したハイレゾ・ストリーミングの技術

PrimeSeatで蓄

（以 下、
ＤＣＨ）における「ストリーミン

信となります。現在、ライブ用のオリジ

ライブ配信は、現地ベルリンからの配

がよりセキュアでスムーズになったり、

ェアを利用することで、ストリーミング

を提供します。ハイレゾ専用のソフトウ

エンドユーザのＤＡコンバータを自動的

ンサーバ（配信の大元）はベルリンのホ
ールとのインターネット接続性が良い現

に判別できるようになるなど、利便性を

では、ストリーミングパートナーとして
ＩＩＪが担う役割を中心に紹介します。

地のクラウドサービスを利用しており、

向上させたサービスを提供します。

ドといった歴史的な指揮者のもとで名声

フォン・カラヤンやクラウディオ・アバ

最高峰のオーケストラで、ヘルベルト・

はドイツ・ベルリンを本拠地とする世界

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

において、大容量・大規模ユーザへの配

ます。ブロードバンドユーザの多い日本

に日本でのＣＤＮを提供し配信を開始し

ですが、まずは日本のエンドユーザ向け

に配信するためのＣＤＮを提供する予定

Ｊはオリジンサーバからワールドワイド

供に向けた話を進めていますが、将来的

ーミングに 取り 組み、目下、インフラ 提

す。その第一弾としてハイレゾ・ストリ

トでは、新たな試みにもチャレンジしま

ＤＣＨとのテクノロジー・プロジェク

ＤＣＨの概要

を築き、二〇〇二年からはサー・サイモ

信実績を持つＩＩＪの配信インフラがラ

これはそのまま 利用します。今後、
ＩＩ

ン・ラトルが首席指揮者を務めています。

現在、ベルリン・フィル・メディアは、

技術面でさまざまな挑戦を続けるＩＩ

には４Ｋ映像での配信やバイノーラル・
界における新技術開拓に積極的に関与し

欧州・日本・米国・南米の各国でサーバ

Ｊと最高峰のコンテンツを有するベルリ

オーディオでの配信なども行ないたい考
てきました。そして二〇〇九年には、ハ

を保有し、コンテンツ管理やエンドユー

ン・フィル・メディアがひとつになって、

② オンデマンド配信

イビジョン＆高音質による演奏会映像の

ザへのオンデマンド配信を行なっていま

イブ配信を支えます。

ストリーミング・サービス「デジタル・

す。このうち日本・欧州・米国については、 皆さんに喜んでいただけるプロジェクト

特にカラヤン時代にはレコーディング

コンサートホール」＊をスタート。ベルリ

ＩＩＪのクラウド基盤へ移行していく予

にしていきたいと考えています。●

えです。

ン・フィルの演奏を、インターネットを

メディアに強い関心を示し、クラシック

最高の技術とコンテンツ

ホールとの接続性を重視するうえでも、

グパートナー」契約を結びました。ここ

〃

すでにＤＣＨではベルリン・フィル・

③ ハイレゾ・ストリーミング配信

運営するベルリン・フィルの映像配信サ

① ライブ配信

コンサートホール

その第一弾として、七月二五日に札幌

ンターネットラジオ 局 〃ＯＴＴＡＶＡ

線のトラブルなどで配信が中断するとい

ライブ・ストリーミング配信では、回
した。

〃

西尾 文孝
この一年の歩み

〃

シニアエンジニア

冨米野 孝徳

Hz

らの課題に対応できます。

〃

IIJ 経営企画本部 配信事業推進部
IIJ 経営企画本部 配信事業推進部
副部長

24

ービス「デジタル・コンサートホール」

大ホールで「Ｐ
Kitara

〃

実証実験から一年。
IIJのハイレゾ・ストリーミング配信は、新たなチャレンジを重ねながら、
ハイレゾ・インターネットラジオ配信を開始するまでに成長した。
このたびIIJは、
世界最高峰の楽団ベルリン・フィルが運営する
映像配信サービスのストリーミングパートナーとなった。

18
＊ 番組及び試聴方法の詳細は http://primeseat.net/ でご確認ください。
＊ https://www.digitalconcerthall.com/ja/

19

IIJのハイレゾ・ストリーミング配信
IIJとベルリン・フィルの新たな挑戦

48
〃

技術革新が進むコンテンツ配信

品質管理シンポジウム」で講演を行ないました。同シン

き、一般財団法人日本科学技術連盟主催の「第１０２回

先日、電気通信大学の鈴木和幸先生にお招きいただ

参入してきた新興企業に市場を奪われてしまう

しまいます。そうしているうちに、新技術を引っ提げて

せることはできないため、イノベーションに乗り遅れて

磨いても、新技術によって生じた新たなニーズを満足さ

所、ソニー、味の素といった大手メーカで品質管理を担

三〇〇名を超える参加者には、トヨタ自動車、小松製作

シンポジウムのテーマは「品質管理」ということで、

たり、ビデオを見たりするのは当たり前になっていま

いました。しかし今では、インターネットで電話をかけ

く、音声通話や映像配信にはとても使えないと言われて

インターネットを例にとると、当初は通信品質が悪

〃

ポジウムは年に二回開催され、今年で五一年目を迎えた
れが 〃イノベーションのジレンマ です。

当されている部門の管理職や役員の方、また、品質管理

す。インターネットはまさに「破壊的イノベーション」

こ
――

大変歴史のある催しです。

をテーマに研究をされている大学の先生方などが名前
だったのです。では、インターネットが急速に広がろう

ターネットが登場したことで、通信に関する品質の考え

末、
「自分にできる話をするしかない」と開き直り、イン

わゆる 〃マルチメディア通信 への期待が高まっていま

データなどをミックスした通信を実現しようという、い

網もデジタル化し、音声通話だけでなく、画像・映像・

＝サービス総合デジタル網）というデジタル通
Network

そのころ ＮＴＴは、
ＩＳＤＮ
（ Integrated Service Digital

〃

方がどう変わり、市場がどう変化したのかという話をさ

した。

一九九〇年代初頭は、パソコンの普及にともない通信

たのでしょうか。

としていたとき、日本の通信機器メーカは何を考えてい

を連ねていらっしゃいました。
そのような場で、しかも製造業の品質管理について、
。分不相応なお
私などが語れるわけがありません（笑）

せていただくことにしました。

ＩＳＤＮ網では、
信網を世界に先駆けて構築しました。

話を気軽に受けてしまい、どうしようかいろいろ悩んだ

日本のメーカが経験した
イノベーションのジレンマ
デジタル音声通話を伝送するために、 Ｋｂｐｓ という
基本通信チャネルを複数束ねることができ、さらに回線

〃

新たな変 革に
備える
イノベーションインスティテュート
取締役

以前、本連載で 〃イノベーションのジレンマ につい
交換の考え方で通信を行なう端末間に通信路を確保し

破壊的イノベーションが起こると、それまで優れた技術

ノベーションを「破壊的イノベーション」と言います。

場に導入して、既存の市場を作り替えてしまうようなイ

送信するため、交換機の役割を担うルータ間をつなぐ回

路の確保は行なわず、データを複数のパケットに分けて

ットは、パケット交換の考え方を採用し、端末間で通信

他方、同じころ米国発で広まり始めていたインターネ

通信品質を求める日本のニーズに応えることはできな

機器メーカが、当時のインターネットの技術では、高い

題提起を行なって、話を終えました。参加者のあいだで

がガラリと変わる可能性があるのではないか、という問

「もの作り」における品質の考え方
にも影響を与えて、

デジタル交換機が市場を独占していたにもかかわらず、

は、日本の通信機器メーカがＮＴＴ仕様に沿って作った

にはあまり力を注ぎませんでした。結局、
ＩＳＤＮ網で

技術の開発に力を入れ、インターネットのルータの開発

場を実現したりするなど、製造業の基盤を支える技術の

ンを共有化したり、ソフトウェアで制御するスマート工

マイゼーションへと考え方が変わりつつあり、工場ライ

リー４・０」では、マスプロダクションからマスカスタ

現在、ドイツが中心となって進めている「インダスト

浅羽 登志也
て書いたことがありますが、その内容とも関連しますの
て必要な帯域を保証できるため、非常に品質の高いサー

力により顧客に受け入れられ、市場を支配していた既存

線が混雑すると、送信しきれなかったパケットが廃棄さ

既存の技術にはなかった、新しい価値を持つ技術を市

企業は、自分たちの技術にさらに磨きをかけて新たなニ

れてしまうという、品質を高めにくいと考えられるアー

先の講演では、こうした経緯をざっと説明したうえ

いと考えたのは、自然な判断だったと言えるでしょう。

ですが、なかには「非常に面白かった！」と言ってくだ

は、
「いったい何の話？」といった反応が多かったよう

で、 IoT
によってインターネットの考え方が「もの作り」

ＮＴＴや日本の通信機器メーカは、マルチメディア通

インターネット網構築のために使える日本製ルータが

流れに大きな変化が生じているように見えます。

さった方もいました。

新しい イノベーションの波が

なかったので、
ＩＩＪのようなＩＳＰは、米国のシスコ
やがて、
ＩＳＤＮ網と 同質な 品質は 得られないまで

して部品交換をしたり、ソフトウェアを更新したりし

由で情報を収集することで、故障の兆候を捉えて先回り

また、製品のサポートなども、常時インターネット経

も、ある程度は満足できる品質がインターネットでも得

て、個々のユーザが製品をアップデートしながら稼働を

社などの機器を輸入して使うしかありませんでした。

られるようになると、いつでも・どこでも・誰でも安価

〃

かつて日本の通信事業者が経験した
〝 イノベーションの ジレンマ 〞は、

つまり、新しい製品の品質を徹底的に高めてから市場

継続させるという方向にシフトしていくのではないか
発揮されるようになり、徐々にマルチメディア通信の主

に投入するのではなく、市場に投入してから製品の品質

といった議論もあります。
ＩＳＤＮ網ではなくインターネットに移行して
戦場が、

をあげていく、もしくは、利用者に合わせてカスタマイ

ＩＳＤＮ網の延長では実現し得なかった新たな特徴が

いったのです。そしてその過程で、日本製の通信機器は

に大容量のデジタル通信を行なうことができるという、

市場から姿を消し、今日ではＮＴＴを含む通信事業者が

そうなったとき、かつてインターネットの世界で起こ

ズしていく ――
そんな考え方がひょっとしたら「もの
作り」の世界でもスタンダードになっていくのかもしれ
まさに日本の通信機器メーカは 〃イノベーションのジ

ったような、基盤のハードウェアもサービスを実現する

基幹網で用いているルータは、ほぼ全て米国製品という

レンマ に陥り、インターネットという破壊的イノベー

ません。

ションに乗り遅れて、市場を奪われてしまったのです。

変わりつつある「もの作り」

しいと願って止みません。●

ためのソフトウェアも、ほぼ全てが海外製品 ……
といっ
たことが起こらないように、今からしっかりと備えてほ

状況になってしまいました。

その教訓となり得るだろうか？

どう対応すればいいのか？

押し寄せてきたとき、

な 通信を 可能にするＢ Ｉ–ＳＤＮ
（ Broadband –ISDN
）

ＩＳＤＮの考え方を発展させ、高速
信を支えるために、

ＩＳＤＮを推進していたＮＴＴや日本の通信
従って、

キテクチャを採用していました。

ーズに対応しようとします。しかし、既存技術をいくら

ビスを提供していました。

で、まずは簡単におさらいしておきましょう。

64

20
イラスト／末房志野
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グローバル・トレンド

前 年 度 全 世 界 売 上の四パーセン

武 重 先 生（ウィルマーヘイル法 律

るブリュッセルでご活 躍 中の杉 本

小川 晋平

ＥＵの新しいデータ保護法

ト 未 満もしくは二〇 〇 〇 万ユー

IIJ Europe Limited Director

去る六 月二三日、英 国はＥＵ

ロという 大きな 制 裁 金が科され

電子メールと
「引用」

弁 護 士としてＥＵの最 前 線であ

実 施し、離 脱 賛 成 派 が 過 半 数

事 務 所 ）のコラムを 連 載していま

す。
ＧＤＰＲとはどんな 内 容なの

離 脱の 是 非を 問う 国 民 投 票を

ま す。 特に 本 法 律では、
ＥＥＡ

か、日 本 企 業にどんなインパクト

を 占めました。 本コラムを 執 筆

欧 州 経 済 域 ）外への個 人データ

があるのかなど、最 新の 情 報を

：
European Economical Area

今 後の動きはまだ 流 動 的で先が

の転 送を 原 則 違 法とみなしてい

している 六 月 下 旬の 段 階 では、（

読めませんが、欧 州は 間 違いな

交えながら、わかりやすく 解 説

ひご一読ください。

く 激 動の時 代に突 入しています。 るため、
一般 的に欧 州でビジネス

例 外 規 則 を 適 用しない限 り 違

では 具 体 的 な 対
IIJ Europe

を 行なうほとんどの日 本 企 業は、 していただいておりますので、ぜ

法 状 態となります。 法 律・契 約 、

そうしたなか、静かに、しかし

ＩＴの体 制など 対 応しなければ

欧 州で事 業を 展 開されている皆

さまには待ったなしで 降 りかかっ

ならないことは 多 岐にわたり ま

策として、現 時 点でのＧＤＰＲへ

てくる、恐ろしげな 法 規 制が欧

す。

ティングサービス、
ＩＴ対 策の実

装 支 援サービス、データ保 護 官へ

サービス、適 合に向けたコンサル

州 議 会で 可 決され ました。
ＥＵ

のアドバイザリーサービス、仮 名

の 適 合 状 況を 測るアセスメント

の新しいデータ 保 護 法（ＥＵ Ｇ

るお客さまをサポートするオウ

ＤＰＲ：
ＩＩＪでは二〇一五 年からグロ
General
Data
Protecーバルにビジネスを 展 開されてい
）で す。一九 九
tion Regulation

五 年に制 定され、現 在 運 用され

具 体 的に何をどうすればいいの

かお 困 りの 際は、気 軽にお 問い

ているデータ保 護 指 令よりも 上 ンドメディア「
G
l
o
b
a
l
R
e
a
c h 化 ・ 匿 名 化コンサルティングサー
位のＥＵ法 と して 二〇一八 年 五 （ http://www.iij.ad.jp/global/
）
」 ビスなどを 提 供してまいり ます。

のコラムを 掲 載しています。
ＧＤ

において、多 方 面の 有 識 者の 方

ビジネスに関 係する 影 響とし

合わせください。●

月二五日より 施 行されます。

ては、本 法 律 に 違 反 した 場 合 、 ＰＲへの 対 応については、日 本 人
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IIJ エンジニア・ブログ開設

編集／増田倫子、村田茉莉
表紙イラスト／末房志野
デザイン／榊原健祐（ Iroha Design ）
印刷／株式会社興陽館 印刷事業部

今年5月、技術的な情報や取り組みについて

IIJのエンジニアが執筆する公式ブログ「 IIJ
をスタートしました。
Engineers Blog」

編集後記

本ブログでは、
日々の業務で得た運用や開発

した。行きたいところは山ほどあったはずなのに、雨が上がると

に関する知識はもちろん、
エンジニア視点で

この暑さ……。なかなか重い腰があがらない今日このごろです。

面白いと思ったさまざまな事柄を紹介してい
きます。
ぜひご覧ください。

引っ越して半年、探し続けていた自転車を先日ようやく買いま

今号の特集はコンテンツ配信です。いまは高校野球やオリ
ンピックも、インターネットでいろんな試合が見られるし、音楽
だってコンサートホールに行かなくても PrimeSeat で楽しめる。
いい時代ですね。しばらくは涼しい部屋から出られそうにない
ので、自転車の出番は秋までお預けかもしれません（笑）
。

URL：http://eng-blog.iij.ad.jp/
23

今号から編集後記として、編集担当によるひとことを掲載し

IIJ MVNO事業部
MVNO事業統括室 シニアエンジニア

堂前 清隆
紙とペンで書く「手紙」にはない、電子メール独特の慣習に

「引用のどの
きである」と言われるようになったのです。また、

「引用」があります。電子メールに返事を書くときに、もともと

部分に対してコメントしているのか明確にするため、引用箇所の

の文章を含める書き方です。

直後に自分の文章を書くべきである」とも言われていました。

「受け取ったメール全文
電子メールで文章を引用する際は、
「引用文のあいだに自分の文章を差し込ま
をそのまま引用する」

今で言う「インラインで失礼します」という書き方のほうが推奨

されていたのです。

「マナーである」と言われています。なぜそうす
ない」ことが、

さらに、1990 年代末期から 2000 年代初頭に個人がインタ

「相手が書いた文章
べきなのかという理由は諸説ありますが、

ーネットを利用するようになると、電子メールを含む「インターネ

「お互いのやり取りの記録をすべ
を切り刻むのは失礼である」

ットの利用」についてのコンセンサスを作ろうという運動が起こ

て残すべきである」と理由付けされることが多いようです。

「ネチケット運動」です。ネチケットは「ネット」の
りました。

しかし実は、今挙げた「マナー」は、インターネットの歴史の

「エチケット」から作られた造語です。ネチケット運動で取り上

なかで、比較的最近になって言い出されたものです。むしろ、 げられた電子メールのマナーも、それ以前に言われていたもの
「受け取っ
古い時代のインターネットでは真逆でした。つまり、

と大きくは変わりませんでした。この時点では通信環境もかな

「引用文のあいだに自分
たメールは全文引用してはいけません」

り改善し、全文引用ぐらいでは支障をきたさなくなっていました

の文章を差し込みなさい」と……。

「引用は最小限に」
「返事は引用の
が、従来の議論を踏まえて、

日本のインターネットがいつから始まったかというのはいろい

あいだに挟む」ということが引き続き唱えられていました。

ろな考え方がありますが、電子メール文化は 1980 年代中頃か

ところが、2000 年代後半になって、突如「メールは全文引用

ら後半が起点と言えるでしょう。当初は、もっぱら大学や一部

しないと失礼」と言われるようになりました。なぜ、正反対のマ

の企業の研究所が、研究を目的とした道具やネットワーク自体

ナーが出現したのか？ いまだ定説はありませんが、私はメー

の研究のために電子メールを使っていました。そんな時代にと

ルのビジネスマナー化がひとつのきっかけではないかと考えて

りまとめられた学術ネットワーク「JUNET」の手引き書には、 います。このころになると、インターネットはビジネスの一般的
「電子メールの文章はメールの送信者に著作権があるので、許

なツールとして使われるようになり、それまで名刺の渡し方など

可が無い限り引用すべきではない」と書かれています。著作権

「ビジネスに使う
を指導していた「ビジネスマナー」の講師が、

について大変厳格に考えられていたようです。

ための電子メールマナー」を語り始めるようになりました。私

その後、著作権に関する考え方はいくらか緩和され、引用自
体は一般的に行なわれるようになりましたが、当時は通信設備

が見聞きした講師の説明では、メールの全文引用を勧めるもの
が多数だったように思います。

が貧弱で、今とは比べものにならないほど少量のデータしかや

マナーやエチケットは、時とともに変わって当然です。しか

り取りできませんでした。そこで、データをできるだけ節約する

し、そう長くないあいだに、マナーと非マナーがこれほど見事に

「全文を引用するのではなく、必要最低限にとどめるべ
ために、

逆転するというのは、とても不思議な現象です。●

ます。どうぞお付き合いください。
（ T）

イラスト／末房志野（ P22,23）
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