
 

ビデオエクスペリエンスと収益化：Cisco IP ビデオ アプリケーションの詳細を知る 

このレポートは、 EANTC により実施され、 Light Reading により支援され、Cisco の好意により業界に対して提

供されたものです。 

 
 

2009 年 6 月 5 日 | Carsten Rossenhövel  

 
はじめに 

編集者による注記：このレポート シリーズは、Cisco IP ビデオ インフラストラクチャ、その関連アプリケーション

の実証、およびそのデータ センター インフラストラクチャのテストを含むテスト結果を文書化しています。本年の

早い時期に、 Cisco Systems Inc. (Nasdaq: CSCO) との数カ月の話し合いの後、Light Reading はサービス プロバイ

ダー、企業および放送事業者向けの先進的な IP ビデオサービスを促進するため、優れたネットワーク ソリューショ

ンの独立したテストの実施を欧州高度ネットワーキング テスト センター（EANTC） に委託しました。  

このシリーズの以前のレポートで説明したように、Cisco は IP ネットワーク上に多面的な映像メディアを配信する

能力について市場訴求を行っています。 (Cisco の IP ビデオ サービスデリバリーネットワークのテストをご参照く

ださい。) Cisco が「メディアネット」と呼ぶ、メディア認識型ネットワークは、 Cisco の 7600、ASR 9000 および 

CRS-1 ルータなどのネットワーク エレメント、Nexus 7000 および 5000 などのデータ センター スイッチ、さらに

メディア アプリケーションを配信する関連サービス一式を含んでいます。 

これは、Cisco IP ビデオエンド トゥ エンドソリューションの複数の側面についての Light Reading と EANTC による

大規模なテスト作業をカバーする 3 つのレポートの 2 つ目です。最初のレポートは、サービスデリバリーネットワ

ークに焦点を当てました。来週発行される最後のレポートは、データ センター インフラストラクチャに集中してい

ます。このレポートは、IP ビデオ サービスに関するユニークなユーザー体験の創造とサービス プロバイダーに利益

をもたらす方法を含む、IP ビデオ アプリケーションを対象としています。 

IP ビデオ ネットワーク用のアプリケーションの作成と消費者向け TV への新しいサービスの配信は、ソフトウェア

中心のビジネスです。これらは Cisco のルーツではありませんが、スイッチおよびルータで知られる同社が過去数年

間に研究開発と企業買収に数十億ドルを費やした分野です。(次の Cisco による最近の買収に関する記事を参照くだ

さい：「Flippin' Sweet」、「Cisco は Jabber の買収で存在を獲得」、「Cisco は Pure Play に $120M 支払う」、お

よび「Cisco が Scientific-Atlanta を買収」)  

この調査で、EANTC と Light Reading は、Cisco が次のような個人および企業向けの先進的な IP ビデオ アプリケー

ションを実践する能力を持っていることを確認しました。 

 アドバンスト広告の挿入  

 TV、携帯電話、およびコンピューターの間でのセッションのシフト  

 TV に関するパーソナライズされたユーザー インタフェース  

 Web 2.0 の TV との統合  

 IPTV プロバイダーの従来のプログラミング番組内容へユーザーが作成したコンテンツを追加 

IP ビデオ ネットワークにおいて加入料金、トランザクション、収益共有、およびアドバンスト広告で収益を得よう

としているサービス プロバイダーにとって、Cisco IP ビデオ アプリケーションへの進出は特別な関心事でしょう。

その上、消費者はこれらのデモンストレーションされている機能についても知りたいと思っています。消費者は、

「現在の有料テレビ プロバイダーに欠けているものについて、Cisco に何ができるか？」を知りたいでしょう。 

私たちの方法論 
前のレポートで、既にテストへの私たちのアプローチについて説明しているので、Cisco が提示しているアプリケー

ションの検証のための方法論について考えることが重要です。これは本質的にはテストではなかったので、私たちが

直面した問題は、Cisco が実証しようとしている能力が本当にサポートされており、問題なく稼働することを確認す

http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=1131
http://www.lightreading.com/quote.asp?Account=lightreading&Page=QUOTE&Ticker=CSCO
http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7460
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177356
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ることでした。ルータ、スイッチ、ファイアウォール、ディープパケットインスペクション、あるいはネットワーク 

ソリューション全体についてのパフォーマンスおよびスケーラビリティの値を検証することがテストの目標であった

ならば、今回の作業における私たちのテスト パートナーである Spirent Communications が、それらの値を測定でき

たことでしょう。 

しかし、今回の課題については、状況が異なっていました。私たちは、特定の機能が、単に存在しているかどうかを

確認する必要があったのです。 

私たちは以下の条件に同意しました。 

 EANTC は、メディアに注力した Cisco のブリーフィング センターで完全なソリューション、ライブ装置、

および TV 画面によるライブ プレゼンテーションを受けること。  

 EANTC は、インフラストラクチャの任意の部分を検査し、アプリケーションを自分でテストし、実験室の

任意のケーブルを切り離す権利を保有していること (私たちは実際に複数の機会にそれを実行しました)こ

れにより、私たちはデモが実際にネットワーク上で動作していることを物理的に確認することができました。  

 EANTC は、Wireshark を使用してネットワークを監視し、デモ画面で提示されているトラフィック フロー

を記録すること。Wireshark パケット トレースにより、私たちは例えばセットトップ ボックスがマルチキ

ャスト グループやウェブ上のコンテンツに対して適切な要求を送信していることを確認できました。 

上記についての同意後、単独での Cisco IP ビデオ アプリケーションの調査を行いました。次にこのレポートの目次

を示します。  

住空間が CAISLに  

IP ビデオ ネットワーク監視ツール  

ケーブルおよび DSL 上での Web 2.0 統合  

ケーブルおよび DSL 上での「塀で囲まれた庭」にある (非オープン型) サービス  

ケーブルおよび DSL 上でのカスタマイズ可能なユーザー インタフェース  

ユーザー制作コンテンツ  

アドバンスト広告  

Amazon セットトップ ボックスの統合  

セッションシフト  

マルチポイント テレプレゼンス  

結論  

住空間が CAISL に 

このセクションで示されているデモは、San Jose に多く存在する Cisco の 施設の 1 つであるコンセプト ラボで実施

されました。CAISL (Cisco アドバンスト IPTV システム研究所) と呼ばれているこのラボは、IP ビデオのエグゼクテ

ィブ向けデモに使用されています。このラボは、ビデオ発信ポイントからケーブルおよび DSL などの多様なアクセ

ス ソリューションまでの完全なネットワークを装備しています。このラボは、経営レベルの人々に印象付けるため

に設計されており、豪華な革張りの椅子、十分なストックのあるミニバー (私たちは悪用したりはしませんでした

が)、および 3 つの異なった領域、つまりネットワーク (防音ガラスの後ろに隠れている)、ネットワーク オペレーシ

ョン センター (NOC) 領域、およびリビングルーム (3 つのテレビ セット付き)からなっています。 

CAISL でのネットワークは、二重に接続されたビデオ調整および多重化装置 (Cisco はデジタル コンテンツ センター 

- DCM と呼んでいます) から 多様にルート設定されたアグリゲーション、コア、およびディストリビューション ル

ータ までの完全な端間エンド トゥ エンド耐障害性を備えたベスト プラクティスに従って構築されています。私た

http://www.wireshark.org/
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=2
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=3
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=4
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=5
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=6
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=7
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=8
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=9
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=10
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=11
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=177357&page_number=12
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ちは、データ センターおよび ASR 9010 装置を除き、サービスデリバリーネットワーク テストで既に複数のネット

ワーク コンポーネントをチェックしています。 

IP ビデオやエニープレイを実現するための機器構成が複雑であることは、ラボではっきりと分かりました。サービ

ス領域で、私たちは IP ビデオ分野で異なる部分を補う無数のコンポーネントを見ました。 

 高解像度および標準解像度用ビデオ エンコーダー (Scientific Atlanta 製)  

 ビデオ マルチプレクサー  

 ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバー  

 ダイナミック ホスト コンフィグレーション プロトコル (DHCP) サーバー  

 オペレーション サポート システム (OSS)  

 マルチキャスト用ネットワーク マネージメント システム (NMS)  

Cisco IP ビデオ サポート インフラストラクチャ  

 
 

IP ビデオ ネットワーク監視ツール  

私たちは時折、「サービス プロバイダーから IP ビデオ提供を監視するためのより包括的なツールはないか」という

質問を受けます。(次を参照：「サインを正しく受け止め」 および「 米国の IPTV」) ビデオ品質監視分野の統合

と合わせ、パケット トランスポート監視分野を統合するソリューションが必要です。あるツールがビデオ品質の不

http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=158752
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=167595
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良を知らせ、別の (関連しない) ツールがトランスポート ネットワークの問題について知らせている場合、トラブル

シューティングはより面倒になります。 

ベンダーにとっての課題は、得意分野 (パケット スイッチングやビデオ アプリケーションなど) から離れて、他の

側面を理解することです。ソリューションはまた、数万から数十万人の顧客に対応し、すべての種類のビデオ スト

リーム (ブロードキャストおよびオンデマンド) をカバーし、追加装置の設置を回避できるよう既存の設備に統合さ

れる必要があります。 

IP ビデオ監視の領域には 3 つの (例えて言えば、水泳プールの) 深度レベルがあります。最も浅いレベルでは、装置

およびそのインタフェースのグループとしてのネットワークの簡略表示が含まれています。そのような監視ツールは、

「インタフェースに問題あり」や、「スイッチがクラッシュ」などの情報を提供します。ネットワーク配信ビデオで

は、そのような情報は NOC 要員により「ヒューストンへ、問題あり。」といったように翻訳されるはずです。しか

し完全な冗長性を持つネットワークでは、NOC はそのような障害がエンド ユーザーへ与える影響のレベルおよびそ

のような視聴者へのビデオ送信を識別するためのツールをさらに必要としています。  

次に、2 番目に深いレベルの問題があります。水泳プールでまだ立つことができるが、泳ぐのにも十分な深さがある

ようなものです。MPEG ビデオまたは IP 経由音声(VoIP)アプリケーションを配信するネットワーク用の品質監視イ

ンジケーターは、インターネット エンジニアリング タスク フォース (IETF)の「メディア デリバリー インデックス 

(MDI)の提案」という参考の公開インターネット規約に規定されています。RFC は、2 つのネットワーク品質イン

ジケーター、つまり遅延係数 (DF) とメディア損失レート (MLR) に焦点を当てています。  

遅延係数は、メディア ストリームの到着と指定「ドレーン レート」（ストリームが到着するはずのレート) の間の

最大差を指定します。DF 測定は、一方でセットトップ ボックスにより多くのビデオ パケットのバッファー保存を

強制するネットワークでの潜在的輻輳を指摘するのに役立ちます。MLR 値はもっと簡単です。これは、設定された

期間に失われたか、間違った順序で配置されたパケットの数を表示します。  

最も深い水泳プールでは、スイマーたちも他とは異なります。つまり、実際の視聴者エクスペリエンスが監視されま

す。この領域に至るまで、あらゆる監視がネットワーク内で行われていますが、通信事業者が気にかけているのは、

特に厳しい競争と多様なサービス提供が行われている現在、要するに何をユーザーが見ているかなのです。ここでは、

かなりたくさんの入門的な情報が、国際電気通信連合 電気通信標準化部門 (ITU-T)、 米国通信産業ソリューション

連合 (ATIS)、およびブロードバンド フォーラム (特に TR-126) などの標準組織から入手できます。  

Cisco の担当者は、サービス プロバイダー顧客の要件を分析したと述べました。その結果、Cisco はその最新ビデオ

監視ソリューション、つまりビデオ保証管理ソリューション (VAMS) をテストに持ち込みました。これは、ブロード

キャスト ビデオ トランスポート用のコアおよびアグリゲーション ネットワークの集中化されたリアルタイムの監視

を提供することを目的としています。システムは IP マルチキャスト ストリームを監視し、IP ビデオ配信システム

の健全性に関連する複数のマルチキャスト関連パラメーターを報告することができます。  

そのようなビデオ品質管理システムの強みは、顧客が気づく前に問題を識別し、解決することです。IP ビデオを配

信しているサービス プロバイダーは、ほとんどの市場で (他のサービス プロバイダーとの)競合という難題に直面し

ています。しかし、サービス プロバイダー自身の IP ビデオ顧客はとにかく厳しい批判者です。彼らは、従来のケー

ブル、地上、または衛星 TV での視聴 を通して、長い経験を持っているビデオ品質の専門家といえるでしょう。[編

集者の注記：それが、品質保証のためにプロの撮影カメラマンを雇っている理由です。「ビデオ品質」をご参照く

ださい。] 一般的に受け入れられ、財務的に成功する IP ビデオ サービスについては、ビデオ品質の経験は視聴者

が慣れているものから離れることはできません。  

http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7312
http://www.ietf.org/rfc/rfc4445.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc4445.txt
http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7488
http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7171
http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7171
http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7265
http://www.lightreading.com/blog.asp?blog_sectionid=217&doc_id=154300
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私たちは、まずネットワークで障害状態を生成して、システムがどのように反応するかを知り、次にソリューション

がどの程度使いやすく直感的であるかを評価するため、VAMS をテストに投入しました。  

VAMS インタフェースはウェブ ベースです。私たちは、Windows XP クライアント システムで動作する Microsoft 

Internet Explorer を使用しました。インタフェースは、「サービス ツリー」の概念により駆動されます。サービス 

ツリーに示されているサービスは、基本的に IP マルチキャスト、つまりマルチキャスト送信先アドレス当たり 1 つ

のチャンネルを使用して送信される ブロードキャスト TV チャンネルです。私たちは合計 29 チャンネルをネットワ

ークで実行していましたが、これは実際に提供されている典型的サービスには満たないまでも、コンセプトを実証す

るには容認可能と思われました。 チャンネルのいくつかは (耐障害性のため) 2 つのグループを持っており、このグ

ループ化によりうまく処理されました。チャンネルごとに各ツリーは、チャンネルに関連するすべてのマルチキャス

ト グループ アドレスを示すために拡張でき、各グループで監視することができました。  

インタフェースはまた、さまざまなネットワーク エレメントおよびそれらのリンクを表示するネットワーク ビュー

を提供しています。グリーンのリンクおよびアイコン カラーは健全なネットワークを示しています。赤色のリンク

とアイコンは、NOC スタッフにより警告が発せられるはずであり、一方、黄色は致命的ではない問題を示していま

す。私たちのテストでは、これらの状態間の移行を実際に確認するための条件をシミュレートしました。  

私たちは、ビデオ ソースとそのゲートウェイ ルータの間のネットワーク障害をシミュレートしました。Cisco のネ

ットワーク実装では、 2 つのビデオ ソース(ヘッドエンド)が含まれるため、 ネットワークの IP ビデオ コンテンツ

は流れ続けました。私たちは、この時点でビデオにあまり関心がなく、むしろ私たちの目の前にある画面上の視覚情

報に興味がありました。つまり、システムはリンク障害を識別できるか？ヘッドエンドが落ちたという表示をどのく

らい前に見ることができるか？私たちのテストで NOC のまねをする要員 (つまり、EANTC のプロジェクト マネージ

ャー) が問題を診断できるよう、VAMS はどのような他の役立つ情報を私たちへ配信するか？などです。  

ファイバーの切り離し直後に、システムはすべてのチャンネルを黄色で表示しました。何かが起きて、それに対する

反応が正しいことは良いニュースでした。 全チャンネル用にもう一つ別のソースがありましたが、当然ながら、そ

れが赤色で表示された唯一のチャンネルでした。この時点で、NOC は警告を受け、電話でデータ センターの要員に

ビデオヘッドエンドの状態を確認するよう指示しているはずです。更に積極的なアプローチを行うために赤色のチャ

ンネルをクリックし、さらに特定の警告を調べました。警告は、非常に論理的な説明、つまり「ビデオ プローブ メ

ディア損失レートがしきい値を超過」、を表示し、VAMS の一部であり、フローをトレースする別のアプリケーショ

ンである Cisco のマルチキャスト マネージャー (CMM) を立ち上げるようにという内容でした。  
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VAMS チャンネル監視画面の捕捉  

 

VAMS ネットワークトポロジー画面  

 

Cisco のアクティブ ネットワーク アブストラクションの使用  

 

簡単に言えば、機能は明らかに顧客主導型でした。システムは、一見して基本的な一次レベルのサポートを可能にし、

それと対話するのに十分な簡単さであり、より詳細なトラブルシューティングを可能にできるほど高度なものでした。

システムは情報を収集する目的でシンプル ネットワーク マネージメント プロトコル (SNMP) を使用しているので、

エラー状態とシステム内でのその表示の間にある程度の遅れが予測できました。 しかし、これは人間が使用するた

めに設計されたシステムであるので、数秒の遅れは問題になりません。  
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ケーブルおよび DSL 上での Web 2.0 統合  

近年、テレビに取り付けられたセットトップ ボックス (STB) には、インターネット アクセスを可能にするよう市場

からのプレッシャーがあります。そして、コンテンツへのアクセスを拡張するような傾向だけがセットトップ ボッ

クスの課題でもありません。 

サービス プロバイダーに関する最近の Heavy Reading による調査では、装置間でのお気に入りコンテンツへのアク

セスおよび視聴環境が、お馴染みのテーマでした。 あるサービス プロバイダーは次のように述べています。「ここ

での重要な推進力は、消費者が容易に、簡単にコンテンツを PC からテレビへ移動し、PC からのビデオエクスペリ

エンスをテレビで可能にする能力です。」  

そのことに留意して、私たちはこの分野での最新の技術水準を以下のように理解しようとしました。ウェブ統合セッ

トトップ ボックスは既に成長したでしょうか？私たちは、Cisco のデモ ラボで革張りのソファーに座り、Cisco の輝

く、大きな TV 画面の背後にあるテクノロジーを丹念に調べました。  

STB の (Cisco の IPN430MC) リモート コントロールを使用して、私たちはヤフーの RSS ニュース報道をナビゲート

することができました。私たちは同時にセットトップ ボックスからネットワークへのアップリンクも監視してウェ

ブ コンテンツの「HTTP Get」要求を記録しました。これは事前に準備された退屈なソリューションではなく、イン

ターネットからコンテンツを取り出し、画面に表示するライブのアプリケーションです。ヤフーニュースに加えて、

アプリケーション メニューはヤフー地域気象レポートおよび写真共有サイトである Flickr を含んでいます。  

ヤフーニュースまたは気象情報と Flickr メニュー オプションの間には、基本的な相違点が存在しています。ヤフー

のアプリケーションはウェブ上で簡単に利用可能ですが、Flickr は写真を検索するか、アカウントを作成するのに何

らかの方法を必要とします。セットトップ ボックスのベンダーにとって、全世界が潜在的に必要している インター

ネット アプリケーションの登場を予期することは難しいため、セットトップ ボックスは、アプリケーション プログ

ラミング インタフェース (API) をサポートする必要があります（多用途であるほど望ましい）。ここで、私たちは

例えばドイツの Bundesliga のライブ ティッカーをプログラミングするため Cisco の API を調べることを希望しまし

たが、デモ ラボでそれを楽しむ機会も時間も私たちにはありませんでした。  

ヤフーの気象ウィジェット  

 

http://www.heavyreading.com/
http://www.bundesliga.de/en/
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ヤフーのニュース ウィジェット  

 

その代わり、疑問点を再び Flickr アプリケーションに絞りました。これらすべての TV アプリケーションの課題は、

リモート コントロールで操作できるほど十分に簡単でなければならないということです。キーボードを付け加える

ことは技術的な問題ではなく、Cisco はセットトップ ボックス用に利用可能なキーボードを提供してはいますが、そ

れは簡単で直接的なユーザー インタフェースのアイデアを破壊することになります。それでは、どのようにして 

Flickr アカウント情報を入力するのでしょうか？種明かしをすれば、セットトップ ボックスのインストール プロセ

スでそれを事前設定する必要があるということです。  

Flickr ウィジェット  

 

ウェブに精通した人々はこれを大きな制限だと思うかも知れません。単一アカウントへのアクセス？事前設定？しか

し、対象のユーザーの立場で尐し考えてみてください。ラップトップをつかみ、TV に繋ぎ、WLAN へ接続し、ログ

インする。もはや、ウェブに詳しくない人々だけでなく、高度な知識を持ったコンピューター ユーザーもそんなこ

とは望んでいません。  
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Cisco は、システムが STB のプレゼンテーション レイヤーに統合されていると説明しました。これは、番組案内が

表示されるレイヤーと同じレイヤーです。システムは、HTML と Java コードで動作し、基本的に STB で動作してい

るソフトウェアの一部です。つまり、ユーザーは例えば RSS ティッカーの位置あるいはポーリング間隔を変更でき

ます。サービス プロバイダーに電話をかける必要はありません。同じデモが、Cisco のラボの DSL およびケーブル 

インフラストラクチャで実施されました。  

ケーブルおよび DSL 上での「塀で囲まれた庭」にある (非オープン型) サービス 

セットトップ ボックスへの事前設定されたウェブ アクセスの統合を見た後、次の疑問点が浮上しました。セットト

ップ ボックスから直接ウェブ コンテンツを許可することをサービス プロバイダーが望まない場合、どうなるのだろ

うか？  

世界中の「塀で囲まれた庭」にある (非オープン型の) 通信事業者にとって類似したソリューションがあるだろう

か？ 

Cisco は、セットトップ ボックス ソフトウェアの一部として利用可能な、DotDaily と呼ばれている CloverLeaf 

Digital LLC からの「塀で囲まれた庭」にある (非オープン型) アプリケーションを提示しています。 

「塀で囲まれた庭」にある (非オープン型) ユーザー インタフェース  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7952
http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7952
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「塀で囲まれた庭」にある (非オープン型) 都市変更メニュー  

 

 

このアプリケーションは、STB メニューから選択すると気象、ニュース、および娯楽などのローカライズされたコ

ンテンツを表示します。このコンテンツは、「10 フィート」体験を目的に設計されています。ユーザーは、コンピ

ューターの前に座っているのではなく、10 フィート離れた大きなテレビ画面の前に座っています。10 フィート離れ

たところから見ると、アプリケーションは、ウェブ ブラウザーというよりもベルと笛の付いた番組案内のように感

じられました。私たちは、これこそ Cisco が意図している効果であると思いました。  

私たちは、さまざまな娯楽、気象、およびローカル ニュース ページをクリックすることができ、すべて高速で素早

く表示されました。視聴者に提示されたデータは、ヤフーで見たものによく似ていましたが、統一化されていました。

TV で利用可能な別のアプリケーションとしては、Watch TV、ヤフー気象ティッカー、娯楽用読み物、またはローカ

ル ニュース付きのテレビなどがあります。それらは、視聴者がウェブで簡単に入手可能な情報ですが、コンピュー

ターについて何も知る必要がありません。つまり「ママ、テレビ点けて。」ということです。  

このデモは、Cisco のラボの DSL およびケーブル インフラストラクチャで実行されました。  

ケーブルおよび DSL 上でのカスタマイズ可能なユーザー インタフェース  

過去 10 年間でコンピューター ユーザーは成長し、一定のアプリケーションまたはオペレーティング システム上の

ユーザー インタフェースの見た目をカスタマイズできるほどになりました。このカスタマイズ プロセスはゆっくり

と発展してきたと言えるでしょう。Winamp はスキンを持っており、その後 Windows XP がスキンを持ちました。

Mac ユーザーはグラフィカル ユーザー インタフェース (GUI) のカラー スキームを変更することができました。現

在は、携帯電話から Gmail まですべてがカスタマイズ可能です。セットトップ ボックス上のユーザー インタフェー

スに違いがあるでしょうか？ 

Cisco の STB では、「涼しいそよ風」と「ダーク ブルー」という素敵な名前の 2 つの TV スキンから選ぶことがで

きました。(私たちは、単純に Cisco のデモ ラボの冷蔵庫にあるビールを飲むことを思いつき、ネーミング コンテス

トを始めました。) スキンにより、ユーザーは見た目を変更し、セットトップ ユーザー インタフェースをカスタ

マイズすることができます。変更できるものは、背景カラー、フォント サイズ、およびメニューの形式と順番です。  
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ユーザーが設定可能な詳細項目はありませんでした。サービス プロバイダーは複数のスキンを準備し、統一された

選択肢として提供しているだけです。これは結局ユーザーがウェブ ポータルを見るのに慣れたことに似ています。

(「ダーク ブルー」から「涼しいそよ風」への) 変更の後、STB は再起動を必要としました。再起動は自動的に発生

し、約 60 秒必要としました。私たちは、考えを変えて、最初のスキンへ戻ることもできました。  

セットトップ スキン変更メニュー  

 

これら 2 つのスキンはそれ自体あまり面白いものではありませんが、セットトップ ボックスがユーザー インタフェ

ースを変更し、ユーザーの好みを満足させるため複数の異なるカラー、フォントなどを提供できることを示すもので

す。  

これがどうなるかは誰にも分かりません。着信音もたいして面白くありませんでしたが、消費者は自分の個性に訴え

るように電話の着信音を変更できる機能は大好きです。彼らはそのために喜んでお金を支払うでしょう。  

サービス プロバイダーにとって、目に見える価値を消費者の体験に追加するという選択肢を持つということは、常

に退けられないものです。  

ユーザー制作コンテンツ  

オーバーザトップ (OTT) コンテンツは、サービス プロバイダーが提供する IP ビデオ サービスを検証するテスト ベ

ッドにおいては、非直感的だと言ってよいでしょう。OTT コンテンツとは、インターネット上で、あるいは従来の

管理された IP ビデオ サービス以外の手段で配信されるコンテンツを意味しています。OTT には、ユーチューブあ
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るいは Hulu のコンテンツが含まれます。この場合、サービス プロバイダーはコンテンツに関連するサービスを提供

せず、むしろユーチューブが発信する IP パケットを単に配信します。  

トリプル プレーのサービス プロバイダーは、OTT コンテンツに関して曖昧な位置にいます。一方では、すべての種

類のビデオにアクセスすることで顧客はハッピーになるでしょう (いわゆる「ロング テール」)。もう一方では、

OTT は収益源にならず、また、特定のインターネット サービス プロバイダーにも結びついていません。そして、大

量の帯域幅を消費することがあります。これは、サービス プロバイダーによる帯域幅上限設定やインターネット計

量の実験につながりました。(「AT&T と TWC は Beaumont に上限を適用」をご参照ください。)  

顧客の定着度を増大させ (なぜなら競合サービスは OTT 統合を提供していません)、「塀で囲まれた庭」にある (非

オープン型) 形式のシナリオでは利用できない豊富なビデオ コンテンツから利益を得るため、OTT コンテンツのト

リプル プレー インフラストラクチャへの統合がとにかく望まれています。  

このビデオ インタビューでは、Heavy Reading の Adi Kishore が、OTT へのサービス プロバイダーの関心と、有料

テレビでのインターネットの役割を拡大することにおいて優れた解説をしています。

http://www.lightreading.com/video.asp?doc_id=174877 

このデモで、私たちはウェブ ビデオを TV セットに統合し、ユーザーが自分の興味または好みに基づいて仮想チャ

ンネルを作成できる Cisco のソリューションを詳しく調べました。これは魅力的なアイデアです。つまり、インター

ネットから実際に直接ストリーム送信されているコンテンツを含むビデオ オンデマンド (VoD) メニューからビデオ

を選択するのです。 

ハイパーシンジケイテッド ビデオ メニュー  

 

 

http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=175121&site=cdn
http://www.lightreading.com/video.asp?doc_id=174877
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この覆いの下で、Cisco のセットトップ ボックスは実際にコンテンツ デリバリー システム (CDS) からの VoD スト

リームを要求しています。したがって、コンテンツがセットトップ ボックスへ配信されるときまでに、TV で再生す

るフォーマットの準備ができています。「CDS に仕事をさせる」もう 1 つの メリットは、このサービスでも従来の

STB を利用できることです。STB が行う必要のあることは、新しい VoD コンテンツを要求することだけです。ウェ

ブまたはビデオ フォーマットについての特別な知識は不要です。  

Cisco のラボへ入るとき、Cisco の技術者の一人が Nokia E61 携帯電話を使用して私たちのショート ビデオを記録し

ました。その後、そのビデオは PC から CDS へアップロードされ、OTT オプションの 1 つであるユーザー作成コン

テンツ (UGC) として利用可能でした。  

サービス プロバイダーは、オプションとして UGC を提供する必要があります。その後、ユーザーはコンテンツをア

ップロードするアカウントを受信し、アカウントがオンデマンド メニューに表示されます。Fred のようなユーチュ

ーブコンテンツが百万人といった多くの加入者を獲得した時点で、UGC は無視することが難しくなります。

(「News Bits: Fred が百万人のユーチューブ加入者を獲得」をご参照ください。) ウェブから TV 画面上にビデオ 

コンテンツを提供し、ユーザー自身のコンテンツを投稿させることにより、顧客をテレビの前にひきつけておくこと

は、通信事業者にとって論理的なステップです。  

アドバンスト広告  

広告についての議論なしには、メディア関連の話は完全ではないように思われます。業界は、Google の AdWords か

ら、ターゲティング広告は本当に効率的な広告の方法であることを学んでいます。  

実際に、Cisco の John Morrow が次のビデオで指摘しているように、目標は、サービス プロバイダー ネットワーク

が現在のインターネットと同じように消費者へのターゲティング広告で効果的になるのを手伝うことです。

http://www.lightreading.com/video.asp?doc_id=174830 

世界中の通信機器ベンダーは、次の見方を受け入れています。サービス プロバイダーは既に個人加入者に関してあ

る程度のユーザー構成、および地理的分布情報を持っているので、ニーズに応じて調整された広告にこの情報を使用

したらいいのではないか？サービス プロバイダーのデータベース、法制、およびプライバシーに関する顧客の考え

方に応じて、情報量は尐ないものから多いものまで、さまざまになり得ます。  

アドバンスト広告に関する Cisco のデモは、非常に尐ない量の情報しか使用せず、顧客の収入に応じて近隣単位で区

別しただけでした。このデモには 2 つのテレビが含まれていました。一方は中程度の収入の家族を示すもので、も

う一方は高収入の家族を示していました。私たちは、各 STB を使用して、VoD ライブラリからビデオを選び、映画

が再生される前に 2 つの広告が表示されました。  

サービス プロバイダーに対するメリットは明らかです。顧客のユニークなニーズに応じて調整された、パーソナラ

イズされた広告の配信は、より効果的な広告宣伝に役立つので、サービス プロバイダーにとって新しい収益の流れ

が形成されます。ここで、消費者から VoD の収益を受け取ることに加えて、サービス プロバイダーは地方、地域、

または全国レベルで広告を販売することにより収益を得ることもできます。結局、情報はそこにあるのです。  

Cisco は、広告挿入システムがケーブル通信技術者協会 (SCTE) 規格、特に SCTE130 に従って構築されたと主張して

います。これは、「デジタル プログラムの挿入 – 広告システム インタフェース」をカバーしています。私たちは、

実施の詳細を検証する機会がありませんでした。  

 

 

http://www.contentinople.com/author.asp?section_id=655&doc_id=175105
http://www.lightreading.com/video.asp?doc_id=174830
http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7726
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Amazon セットトップ ボックスの統合  

デモのこの段階で、私たちは別の TV セットを見るよう指示されました。ビデオが TV で始まりました。リモート コ

ントロールの一時停止ボタンを押すとすぐに、小さなウィンドウがポップアップしてこのビデオに関連する品目を見

たいかを聞きました。「はい」をクリックすると、Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN)  のウェブサイトへ導かれまし

た。 

Cisco は、迅速なアプリケーション開発を可能とする Cisco のソフトウェア開発キット (SDK) を使用して Amazon プ

ラグインは作成されたと説明しました。私たちは自分で Amazon プラグインを作成したわけではないので、開発の

スピードについてコメントすることはできませんでした。「迅速な」というのは、確かに主観的な測定評価です。  

しかし、私たちはアプリケーションが開発に 2 か月しか必要とせず、Amazon API を使用して作成されたと聞きまし

た。Cisco によれば、Amazon はサービス プロバイダーと協調し、望めば「コミッション」を支払う準備ができてい

るとのことです。つまり、 Amazon がそのサイトに顧客を連れて来ればサービス プロバイダーに料金を支払うわけ

です。これは、サービス プロバイダーが IP ビデオ サービスから収益を得るもう 1 段階上のステップといえるでし

ょう。  

Amazon.com の統合：メニューのスクリーンショット  

 

 

さらに、サービス プロバイダーが利益をもたらすアプリケーションを開発できる SDK をシステムが持っているとい

う事実は、サービス プロバイダーが自分のユニークな他の収益の流れを考え付く可能性を意味しています。  

iTunes ストア プラグインはどうでしょうか？私たちには美しい調べのように聞こえますが。  

セッションシフト  

サービス プロバイダーは、同一 IP ネットワークに接続する複数の異なる種類の装置にビデオを配信する傾向にビジ

ネスが動きつつあることを認識しています。Heavy Reading の Adi Kishore は、このビデオ クリップでその点を明確

にしています。http://www.lightreading.com/video.asp?doc_id=175510 

http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=11480
http://www.lightreading.com/quote.asp?Account=lightreading&Page=QUOTE&Ticker=AMZN
http://www.lightreading.com/video.asp?doc_id=175510
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実際に、ビデオ コンテンツ、特にミュージック ビデオはゆっくりとモバイル表示へ向かっています。ビデオ クリッ

プが携帯電話で表示されることを知っているディレクターたちは、小さな装置で楽に表示されるクリップを作成して

います。画像は中心に配置され、動きはシャープで明るいものです。最近のプラズマまたは液晶テレビなどの大きな

画像スペースの場合、これは多くの動きと高速な画像更新間隔の必要性を意味しています。携帯電話でビデオの観賞

を始めた場合を想像してください。帰宅したとき、テレビを点けて、駐車場に入る前にビデオを一時停止した時点か

ら正確に見続けることができるのは素敵だとは思いませんか？ 

3 スクリーン、つまりテレビ、PC、およびモバイルでビデオを切り替える能力は、私たちが受けた一連の実演デモ

の最後です。これも、Cisco が 1 年以上に渡って一般に公表している機能です。(「Cisco は Anga デモをティーアッ

プ」をご参照ください。) 

私たちは、テレビで映画を見ることからデモを始めました。数分間見た後、私たちは映画を一時停止してコンピュー

ターへ移りました。私たちは、ブラウザーをデモ用の擬似サービス プロバイダー サイトへ合わせ、テレビで中断し

た時点からの映画を見ることができました。PC からモバイル (Nokia E61) へ同じ手順を繰り返しました。  

すべての場合で、表示されていた最後の装置上でビデオは予測通り一時停止されました。しかし私たちは懐疑的な人

間であるため (疑うことが私たちの仕事です)、私たちはビデオを再生して回り、複数の場所で停止しました。そし

て 3 つすべての装置上で、システムは機能し続けました、  

これは、私たちの生活を支配している 3 種類の画面で、ユーザーがコンテンツを移動できるソリューションを持っ

ているという Cisco の主張を検証しました。この時点では、このソリューションがまだ出荷されないことが私たちに

知らされました。  

マルチポイント テレプレゼンス  

現在まで、私たちは個人消費者向けのデモを見てきましたが、IP ビデオは企業向けアプリケーションも含んでおり、

その 1 つは Cisco のテレプレゼンス ソリューションです。  

テレプレゼンスは、広域遠隔会議ソリューションであると理解することができます。会議の各参加者は、カメラ付き

の 1 個または 3 個の大画面の前に座り、同じ部屋にいるかのように会議で他の参加者を観察することができます。

スライドも共有することができます。  

Cisco は、このソリューションを電化製品として販売しています (バンドルされた、閉じたシステム)。市場の他のソ

リューションと比べて、Cisco のテレプレゼンスは、マルチポイント会議においてビデオとオーディオのストリーム

が混合するのを避けているため、混合に起因する長い遅延時間を削減しています。また、パケット損失の監視時にソ

フトウェアは帯域幅とビデオ品質を下げるためにさまざまなステップを必要としますが、Cisco は高帯域幅要件を持

つ高解像度ビデオに焦点を当てています。  

しかし、このシナリオでサービス プロバイダーはどこにいるのでしょうか？従来、大企業はビデオ会議室を自分で

設置していました。Cisco は、VPN ソリューションサービスの一環として、ビデオ会議ビジネスで相当のシェアを有

するサービス プロバイダーを想定したと説明しました。会議室は、ケースバイケースで、あるいは長期ローンとし

て企業へ貸し出しができます。(私たちはソリューションの価格については聞きませんでした。)  

このデモのため、私たちは IPTV ラボから特に Cisco のテレプレゼンス ソリューション専用の、別の Cisco のラボへ移

動しました。ここで、私たちは 3 つの画面を見ました。2 つの画面が 1 つのドメイン (場所) に接続されており、もう 

1 つの画面が別のドメインに接続されていました。このセットアップで類推されるものは、ビデオ会議の準備をしよ

うとする 2 つの会社、または同じ会社に属する 2 つのオフィスです。  

http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=153024&site=cdn
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=153024&site=cdn
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テレプレゼンス デモのセットアップ  

 

この 2 つの会社は、(ご想像通り Cisco も提供しています) VoIP 電話を使用してテレプレゼンス通話をセットアップ

します。両ドメインはネットワークに存在するセッション ボーダー コントローラー (SBC) に登録され、一方このコ

ントローラーは、各ドメインが相互の IP 情報を知る必要性なしに、2 つの ドメイン間の通信をセットアップします。  

通話を設定後、私たちは次のような疑問を持っていました。ユーザーが一方の端の単一画面前に座り、2 つの画面が

もう一方の端にある場合、システムはどのようにして今話している人および誰のストリームを表示するかを知るので

しょうか？答えは予想しなかったものでした。決定は、特殊なマルチポイント スイッチにより行われ、このスイッ

チは声の最も大きな人に基づき決定するとのことです。  

Cisco は、私たちが見ているマルチポイント テレプレゼンスは暗号化されていると言いました。残念ながら、私たち

は会話が実際に暗号化されていることを検証できませんでした。その作業は、すべてのビデオおよびオーディオ ス

トリームの捕捉、ストリームの検査と復号、および暗号化キーと方法を知ることが必要であったからです。暗号化を

示している唯一のものは、ロックを示す VoIP 電話上の小さな表示でした。  

このデモは、もう 1 つの、より消費者中心のアプリケーションと比べて、若干精彩を欠くように思われました。し

かし、帯域幅が許容し、通信事業者のビジネス モデルが成り立つようになれば、このような高度ビデオ会議が一般

消費者の家庭へも持ち込まれることになるでしょう。またこのデモは、個人向け IP ビデオ サービスを提供するため

に使用されていたネットワークが、小規模ビジネスにもサービスを提供することができるということを知らせるのに

役立っています。これは、疑いもなくサービス プロバイダーがネットワークのコスト削減をしようとするときに考

慮されるものです。  
 

結論 

通信事業者の経営陣は、とりわけ次の大きな疑問に関心を持っています。単純な有料テレビ加入を超えたビジネス 

モデルを拡大することにより、個人向けビデオ サービスでどのようにして収益化するのか？トランザクションベー

スの有料サービス、収益共有、および広告収益は現在可能であるか？  

サービス プロバイダーは、PC および TV 画面でのシームレスな IP ビデオ サービスに対する大きな消費者の需要お

よび高度ビデオ会議に対する企業の需要に直面しています。しかし、問題はビデオ サービスを差別化する方法です。

多くのベンダーが主張していますが、これらの高度アプリケーションは実際に機能するのでしょうか？ 
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この調査で、EANTC と Light Reading は、Cisco が次のような個人および企業向けの高度な IP ビデオ アプリケーシ

ョンを作成する能力を持っていることを実証しました。 

 アドバンスト広告挿入  

 TV、携帯電話、およびコンピューターの間でのセッションシフト  

 TV に関するパーソナライズされたユーザー インタフェース  

 Web 2.0 の TV セットとの統合  

 ユーザー作成コンテンツの IPTV プロバイダーの従来のプログラミング番組内容への追加 

これらのアプリケーションは、実展開され拡大された場合、サービス プロバイダーが IP ビデオ 配信で利益をもた

らすための次のような複数の方法を提示しています。 

 有料テレビへの加入収益の増大  

 ウェブ商取引  

 コンテンツおよびデジタル サービス プロバイダー間での収益共有  

 高度なターゲティング広告による収益 

Cisco のラボで私たちが目撃したすべてのソリューションは、Cisco が主張した通り、機能的で、単一ユーザー ベー

スで機能しました。機能の大部分は Cisco のセットトップ ボックスに実装されていましたが、他の多くのミドルウ

ェアおよびトランスポート コンポーネントはアプリケーション アーキテクチャに正常にリンクされていました。 

包括的な IP ビデオ ソリューション配信の複雑性は驚くべきものです。データ センターには、これらの機能を提供

するための異なるボックスが 10 個以上ありました。 

結果的に、私たちはサービス プロバイダーがもはや加入ベースの (しばしば均一料金の) 収益に頼る必要がないこと

を知りました。VoD 用のトランザクションベースの収益および、最も重要なこととして、ターゲティング広告挿入

および Amazon のコラボレーションを使用した広告ベースの収益は、正常に実証されました。 

Cisco のソリューションは、顧客ベースの定着度を増大させるため、個人に合わせたコンテンツにも気を配っていま

す。(ブロードバンド インターネット プランの決定と比べて) トリプル プレー プロバイダーの決定はしばしば家族

数名により行われるので、競合会社とサービスを差別化することは、他社がより安価なサービスを提供している場合

であっても、顧客が別の通信事業者へ乗り換える可能性を減らすために重要です。オーバーザトップ ビデオ統合、

プログラミング ガイド用のカスタマイズ可能な「スキン」、およびユーザー作成コンテンツは、そのような競合差

別化の例です。 

より多くの IP ベースのストリーミング ビデオ サービスがテレビで利用可能になるにつれ、家庭ごとのデータ要件

が増大し、ネットワーク コンポーネントの需要を押し上げます。この側面は前のレポートでカバーされており、次

の側面としてデータ センターがあります。来週発行されるこのシリーズの最後のレポートは、データ センターを扱

っています。 

— Carsten Rossenhövel は、ベルリンの独立したテスト研究所である欧州高度ネットワーキング テスト センター 

(EANTC) の最高経営責任者です。EANTC は、製造業者、サービス プロバイダー、および企業向けにベンダー中立の

ネットワーク テスト施設を提供しています。彼は、EANTC の製造業者テスト、認証グループ、および相互運用性テ

スト イベントを取り仕切っています。Carsten は、データ ネットワークおよびテストにおいて 15 年以上の経験を

持っています。彼の専門知識の領域には、マルチプロトコル ラベル スイッチング (MPLS)、キャリア Ethernet、ト

リプル プレー、およびモバイル バックホールなどがあります。  

http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7460
http://www.lightreading.com/complink_redirect.asp?vl_id=7460
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— Jambi Ganbar は、EANTC のプロジェクト マネージャーです。彼は、トリプル プレー、キャリア Ethernet、モバ

イル バックホール、および EANTC の相互運用性の分野でのプロジェクト実施の責任者です。EANTC に入社する前

に、Jambi は worked as a network engineer for MCI の vBNS でのネットワーク技術者および caida.org の研究スタ

ッフとして勤務しました。  

— Jonathan Morin は、EANTC の上級テスト技術者であり、コアおよびアグリゲーション テクノロジーを含む概念実

証および相互運用性テスト シナリオの両方が専門です。Jonathan は、以前 UNH-IOL に勤務しました。 

 


