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ドワンゴ×NTT R&Dコラボレーション

ドワンゴ×NTT　業務提携のねらい

株式会社ドワンゴとNTTは，2013
年 7 月に，映像&ソーシャルサービス
の高度化に向けた研究開発に関する業
務提携を締結しました（1）．

情報通信分野における世界屈指の総
合的な研究開発拠点としてNTTの研
究所は，革新的なコミュニケーション
サービスから，次世代情報ネットワー
ク基盤技術，新原理 ・ 新部品に関する
先端基礎研究まで，幅広い研究開発を
進めています．一方，ドワンゴは，日
本を代表する動画サービス事業者とし
て，niconico（ニコニコ動画 ・ ニコニ
コ生放送），ニコファーレなどの世界
に類を見ない独創的なサービスを提供
し，極めて大規模なトラフィックを取
り扱っています．

この両社が，それぞれの強みを持ち
寄り，共同研究，共同実験などの連携
を進めていくことにより，Win-Win
の関係を築くことを目的としていま
す．具体的には，ドワンゴにとっては，
NTTが有する先端技術によるサービ
スの進化や高度化，そして，NTTに
とっては，研究開発技術の適用範囲拡
大，および得られた課題のフィード
バックによる技術力のさらなる向上，

などが各社の目的となります．こうし
た連携により，今後も成長が見込まれ
る映像&ソーシャルサービス分野にお
いて，サービス ・ ネットワーク技術の
さらなる発展を目指しています．

業務提携分野

本業務提携では，「ネットワーク分野」
「メディアUI（User Interface）/UX（User 
Experience）分野」「ビッグデータ分
野」の 3 つの技術分野を対象に共同研
究，共同実験などの活動を進めていま
す（図 1 ）．

（1）　ネットワーク分野
今後さらなる拡大が見込まれる映像

&ソーシャルサービスにおいて，より
ユーザの満足度を高めつつ，ネット
ワークを効率的に利用するための検討
を進めています．

その第 1 弾として，NTTの研究所
が持つネットワーク ・ 通信サービス品
質評価技術やノウハウを活用し，実際
のユーザ体感に基づいた，サービス品
質やネットワーク，端末 ・ アプリケー
ションなどトータルな最適化制御に関
する共同実験を行っています．

（2）　メディアUI/UX分野
niconicoなどにおける独創的な創

作，コミュニケーション文化から生ま
れる多種多様なメディアを，より魅力
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図 1 　業務提携のねらいと両社の役割
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株式会社ドワンゴとNTTが，映像&ソーシャルサービスの高度化に向け
た業務提携を2013年 7 月に締結してから 1年半が経過しました．国内最大
級の動画サービス事業者と通信事業者が連携し，互いに共通するネット
ワークなどの課題解決に向けて挑戦することにより，いくつもの成果が生
まれ始めています．本稿では，業務提携のねらい・分野，およびこれまで
の成果について紹介します．
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的かつ効率的に利用するための検討を
進めています．

具体的には，NTTの研究所が持つ，
映像配信技術，映像検索技術，音声認
識 ・ 合成技術などによって，効率的な
3₆0度映像の配信，効率的な映像符号
化の適用，画期的な動画検索，解説音
声の自動テキスト化などの実現を目指
しています．

（3）　ビッグデータ分野
近年爆発的な増加を続けるユーザ数

やコンテンツ数に対して，それぞれの
ユーザに適した視聴コンテンツの推薦
などを効果的に行いユーザの満足度を
高めるために，大規模なログデータの
収集 ・ 解析技術が重要となります．

現在，NTTの研究所が開発した，
大規模分散リアルタイム分析フレーム
ワーク「Jubatus」などの分散処理技術，
機械学習技術を用いて，ドワンゴのコ
ンテンツ推薦技術の高度化に向けた検
討を進めています．

こうした各分野の活動を通じて，自
由な発想に基づく価値観 ・ 判断基準と
スピード感，そして幅広い技術力を持
つドワンゴの技術者と，最先端技術を
探求しているNTTの研究者とが，お
互いに刺激し合い成長していくという
相乗効果が生まれてきています．また，
技術分野以外にも，人材の交流やニコ
ニコ超会議などイベントの連携にまで
拡大しています．

業務提携の成果

ドワンゴとNTTの業務提携締結か
ら約 1 年半にわたるこれまでの活動
を通じて，後述するさまざまな成果が
創出されてきました．それらの成果に
より，当初の目的である，ドワンゴに
とってのサービスの高度化とNTTに
とっての技術の高度化，を達成させた
だけでなく，両者共通課題の解決にも

大きく貢献できる可能性が出てきまし
た．これまで，ドワンゴのような
OTT（Over The Top）とNTTのよう
な通信キャリアとの関係は，利害対立
するととらえられることが多くありま
したが，今回の業務提携を通じて，サー
ビス高度化によるお客さま満足度の向
上と，サービス提供側ネットワークの
効率化とを両立させる新たな協力 ・ 協
調関係の構築にうまくつなげられる期
待が大きくなってきました（図 ₂ ）．

本特集ではこうした新たな協力 ・ 協
調関係につながる具体的な成果を紹介
します（図 ₃ ）．まず，記事『リアル
タイム全天球映像配信システム』で紹
介する「全天球映像向けインタラク

ティブ配信技術」は，ライブ会場に設
置した3₆0度全天球カメラの映像か
ら，視聴者が「Oculus Rift」などのヘッ
ドマウントディスプレイを通して好き
な方向を自由に見渡すことのできる技
術です．本技術は，革新的なユーザ体
験を提供しつつ，見ている方向の映像
のみを高品質に選択配信することに
よってトラフィック削減が可能です．
また，ドワンゴの「バーチャルリアリ
ティLIVE配信サービス」として実用
化され，201₄年11月17日にニコニコ
生放送にて，歌手 ・ 小林幸子氏の日本
武道館公演を生中継配信しました．

次に，記事『視聴品質最適化技術（品
質API）』で紹介している「視聴品質
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最適化技術」は，ユーザの視聴環境に
応じて，トラフィック量を制御し，視
聴満足度を維持しつつトラフィック量
を最小化する技術です．小規模の適用
評価実験では，ユーザの再生停止率が
大幅に低減され，体感品質の向上が確
認できました．その後，201₄年11月
20日より，適用範囲を拡大し，全
niconicoユーザを対象とした大規模実
証実験を行っています．

最後に，記事『HEVC技術をニコニ
コ生放送に適用する共同実験』で紹介
し て い る「H.2₆₅/HEVC技 術 」 は，
次世代映像符号化規格であり，従来の
規格H.2₆₄に対して，高い圧縮率を実
現します．この圧縮処理には膨大な計

算が必要なため，そのリアルタイム化
が課題となっていましたが，NTTの
技術によって，それが可能となりまし
た．現在「ニコニコ生放送」への適用
を目指し，共同実験を行っています．

上記以外にも「電王戦リベンジマッ
チ」におけるNTTの音声認識技術が
あります．本マッチは，201₄年の大
晦日に行われた，森下卓九段と将棋ソ
フトのツツカナとの対戦で，大きな話
題となりました．森下九段が次の手を
検討する際のつぶやきを自動認識し，
必要に応じて校正を行いコメントとし
て画面上に表示させたもので，SNS
上では音声認識精度の高さ，画面表示
の取り組みの面白さに関する好意的な

コメントを多くいただきました（図 ₄ ）．

今後の展開

ドワンゴとNTTは全く企業文化が
異なる会社ですが，ドワンゴの「楽し
い，新しい」を創造 ・ 提供する企画 ・
運営 ・ 技術力と，NTTの先進研究開
発力を組み合わせることにより，さま
ざまな相乗効果を生み出せるものと考
えています．今後は，効果的な映像レ
コメンド，新たな検索技術，さらなる
品質の向上などを含め，より幅広い分
野に連携範囲を拡大し，革新的なサー
ビスとネットワークの実現を目指して
いきます（図 ₅ ）．

■参考文献
（1） http://www.ntt.co.jp/news2013/1307/13072₉a.

html

図 4 　電王戦リベンジマッチ
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図 5 　今後の展開
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