NTT研究所の研究開発用ネットワークテストベッド：GEMnet2
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2007年４月，NTT研究所は朝日放送株式会社と共同で，超高速なIPネット
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ワークであるGEMnet2等を利用して1.5 Gbit/sの非圧縮HDTV映像の日米間で

†１

の国際生中継実験を行いました．この実験に使用したHDTV over IPシステム

†２

i-Visto（Internet Video Studio System for HDTV production）の概要と実験の内容

†３

について紹介します．

†４

HDTV over IPシステム（i-Visto）

映像蓄積配信サーバ i-Visto eXmedia server（ i-Visto XMS） から構

ます．

i-Visto GW

NTT研究所では，放送局や映像制

成されます．i-Visto XMSは最大16本

作会社などで利用される高品質素材映

の非圧縮HDTV映像の蓄積・配送が

i-Visto GWはLinux OSで動 作 す

像を対象にした次世代の映像配送技術

できる超高速サーバです．2007年３月

る汎用のPCサーバで，HD-SDI/SD-

の確立を目指し，IPネットワークを使っ

に，基本システムの開発を完了し，非

SDI（HD/SD Serial Digital Inter-

て非圧縮HDTV映像をリアルタイムに

圧縮HDTV映像のリアルタイム伝送，

face）を接続する映像インタフェース

配送するシステム i-Visto（アイビスト）

非同期蓄積型配送の双方を実現した

カ ー ド と 10 Gbit/s, 2.4 Gbit/s,

世界初のHDTV over IP素材配送シ

GbE等のネットワークインタフェース

このシステムは，映像入出力装置

ステムを完成させました．図１に，i-

カードから構成されます．ソフトウェ

i-Visto Gateway（ i-Visto GW） と

Vistoシステムの代表的な構成を示し

アにより非圧縮HDTV映像信号を最

（１）〜（３）

の研究開発を進めてきました

．

IPパケットによるHDTV信号双方向リアルタイム伝送
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i-Vistoシステムの構成例

i-Visto
eXmedia server

メディアコンピューティングの追求

特
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短５ミリ秒で IPパケットに変換，また
はIPパケットに変換された映像信号を

非圧縮HD国際生中継実験

クを相互接続することにより，日米間
の高速IPネットワークを構築するとと

非圧縮HDTV映像信号に最短10ミリ

2007年４月，この i-Vistoシステム

秒で復元する機能を持ちます．この装

の放送局の番組制作と放送業務への

置により，HDTVカメラやVTRからの

適用性の検証を主目的として，NTT

日本国内は，NTT堂島のJGN2の

映像信号をIPネットワークを通して，

研究所は大阪の主要放送局である朝日

アクセスポイントから10 Gbit/sの

遠隔地のモニタや編集機材に出力する

放送と共同で，ボストンからの生中継

JGN2バックボーンを経由してNTT大

ことが可能となり，また i-Visto XMS

の実証実験を行いました．2007年の

手町でGEMnet2と相互接続しまし

の入出力装置としての役割を担ってい

４月のボストンの大きな話題といえば，

た． 大 手 町 で はG E M n e t 2 の2 . 4

ます．

プロ野球の松坂選手が移籍したMLB

Gbit/s国際接続リンクを経由してシ

この装 置の特 徴である1 0 G b i t / s

（ Major League Baseball） のレッ

アトルにある日米研究機関の相互接続

ネットワークインタフェースカードは，

ドソックスです．朝日放送は，朝の情

点Pacific Northwest Gigapopにて

10 Gigabit Ethernet（ 10GbE） と

報番組である『おはよう朝日です』の

Internet2の Abilene Networkに 10

9.953 Gbit/sの OC-192c POSの 双

スポーツコーナにおいて４月20〜24日

Gbit/sで接続しました．

方の通信プロトコルに対応しており，

までの５日間（計４回）にわたってボ

米 国 内 のInternet2 / Abilene

１台で複数の映像の送受信が可能と

ストンからのIPネットワークによる世

の利 用 に関 して， Washington大学

なっています．また，タイムスタンプの

界初の生中継（掛け合い）放送を実

のW e l l i n g s 氏 ， H a r v a r d 大 学 の

挿入機能，高精度なパケットシェーピ

施しました．

Donnely氏をはじめとする多くの学術

ング機能等の高度なトラヒックマネジ

もに，全区間でのJumbo frame（MTU
9 000バイト）通過を可能としました．

生放送のTV番組における主要な２

研究ネットワークの研究者の協力を得

つの業務である「生中継（掛け合い）」

て，10 Gbit/sのネットワークをシアト

また広く一般に普及しているGiga-

と「素材送り・編集」を放送局の番

ルからボストンまで短期間で構築する

bit Ethernet（GbE）２回線での双

組制作スタッフの指揮により，失敗の

ことができました．今回の取り組みで

方向伝送機能や遠隔からの監視制御

許されない生放送の本番で実施すると

は，実証実験の企画の確定からネット

機能を備え，DVB-ASI等の圧縮系の

いう非常に緊張感のある実証実験とな

ワーク構築，実運用（オンエア）までが

映像信号のIP伝送にも対応しています．

りました．

１カ月余りというタイトなスケジュー

i-Visto XMS

ネットワーク構成

メントが可能になっています．

ルにもかかわらず，冗長経路までを考
慮した高品質かつ堅牢なIP中継ネット

i-Visto XMSは，マルチレート対応

ボストンでの実 証 実 験 「 G Y R O

ワークが米国の研究情報ネットワーク

の映像ストレージサーバシステムであ

Trial」のネットワーク構成図を図２

においても迅速に構築できたことが成

り，非圧縮HDTV映像を最大16本同

に示します．GYROは松坂投手が投げ

功の大きな鍵となったと考えています．

時 に蓄 積 配 信 可 能 なサーバ本 体

たとされる「魔球」で，日本の放送局

（XMS），XMSからの再生の制御を行

の先進的なチャレンジに対する大きな

う再生制御端末，XMSへの蓄積を制

期待を込めてネーミングされました．

非圧縮HDによる生中継
通常，海外からの中継映像は衛星

御する蓄積制御端末，XMSから送出

朝日放送は，前述したi-Visto GW

回線によって圧縮されて送られていま

システムへ映像を送出するための送出

装置を大阪の放送局とボストンの中継

すが，光ファイバを使った高速なI P

制御端末，XMSの状態を管理する管

基地との両方に設置し，日本，米国

ネットワークを介して中継することに

理端末から構成されます．サーバ本体

それぞれのアクセスラインを構築しま

よって米国からでも100ミリ秒以下の

した．

遅延で送ることができるため，放送局

（XMS）は，汎用的なPCサーバとPC
サーバ間を接続するInfinibandスイッ

NTT研究所は日米の学術研究機関

チで構成され，Fibre Channel によ

と連携し，JGN2 ＊1 ，GEMnet2，米国

り，高速かつ高信頼な市販のRAIDシ

のInternet2およびNoX（Northe r n

ステムと接続されています．

Crossroads）の複数のIPネットワー

＊1

JGN2：（独）情報通信研究機構が運用し
ている次世代のネットワーク関連技術やア
プリケーション開発のためのオープンなテ
ストベッドネットワーク環境．
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空き時間を利用してのスタジオへの素

と中継先の間で全く違和感なく会話が

取材用カメラを使用し，DVCproHD

できます．今回の実験では，日米間の

形式で収録しました．この映像をボス

材中継作業が必要となります．しかし，

距離を耳と目で感じ得なかったことか

トンの中継基地に設置された簡易な

このシステムでは同一のネットワーク上

ら，まるで国内で生中継を行っている

ノートPCのノンリニア編集機に取り込

に接続された米国の編集端末と日本の

かのような環境を実現できました．現

み，大阪の朝日放送に設置したトラン

素材映像蓄積サーバ（XMS）間での

地ボストンから生レポートを行った野

スコーダを経由してi-Visto XMSへ非圧

ファイル転送を送出側である中継先の

球解説者の湯船敏郎氏，大阪のスタ

縮の映像として蓄積しました．トラン

作業タイミングで自由に実施でき，放

ジオで番組の進行をされた宮根誠司氏

スコーダは，DVCproHD圧縮フォー

送局・ポスプロ側でも並行して任意の

他出演者の方々，そして番組視聴者

マットを非圧縮HDTV標準フォーマッ

時間と場所で編集作業を行うことがで

の皆様に最新のHDTV over IP伝送

ト（HD-SDI）へデコードするのに使

きます．

技術による次世代の国際中継映像を

用しました．さらに，i-Visto XMSへ

実証実験の結果として，取材から編

お送りすることで，驚きと感動をお届

蓄積した非圧縮HDTV映像を，大阪

集までテープレスでの環境を構築する

けすることができたと考えています．

のポストプロダクション（ポスプロ）で

ことができ，素材編集作業の時間短縮

IPネットワークを使って取り出し，番

だけではなく，I P ネットワーク上の

組用に編集を行いました．ここで編集

ファイル共有により，カメラからノン

された映像は放送用の幕間や背景映像

リニア編集機まで，素材映像の品質を

素材映像ファイルの伝送・編集
次に，生中継の実証実験に前後し
て行われた素材送り・編集の実験につ
いて紹介します．全体のシステム構成
を図３に示します．
現地ではP２
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メデイアを搭載した
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としても頻繁に利用されました．
通常のワークフローではVTR収録し

＊2

た素材テープを放送局やポスプロに持

＊3

ち込むか，もしくは生中継前の回線の

P2（ピーツー）：半導体メモリーを利用し
た業務用ビデオ用記憶媒体の１つ．
DVCproHD：業務用HDTV映像の圧縮方式
の１つ．
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システム構成

劣化させることなく，ほぼ実時間で撮

ら関 連 の学 会 ， 各 種 報 告 会 等 で発

影した素材映像を即編集，オンエアに

表・報告されています．また，このシ

利用できることを実証しました．

ステムは本実験および引き続き行われ

今後の展開
今回のボストンとの生中継実験では

たさまざまなフィールドトライアルの結
果を踏まえ，機能追加，改良を行っ
ており，2007年度末よりお客さまへの

５日間，計４回のオンエアをトラブル

提供を開始する予定です．

なく安定して実施することができ，国
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