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TECHNICAL BRIEF

ライブストリーミング

1秒未満の遅延と視聴者とのリアルタイムな対話性が
オンラインビデオの世界を変える
オンラインの視聴者は、人気のスポーツイベントの中継を視聴したり、ゲームをプレイしたり、オンライン教育を受講したり、
ライブオークションに参加したりするために、ライブストリーミングを好んで利用します。しかし今日では、オンラインでビデ
オストリームを配信する際に発生する遅延は大きく、配信が実際のイベントよりも数十秒遅れることもあります。
これでは、一般的なユーザーが期待する視聴体験にはほど遠く、視聴者の満足度は上がらず、配信側も収益を上げることが
できません。しかし幸いなことに、新しいライブストリーミングテクノロジーにより、1秒未満の遅延でライブストリームを配
信することが可能になり、さまざまな方法で視聴者を魅了する新しいエクスペリエンスを提供できるようになりました。
これにより、ライブストリームを配信している組織は視聴者数と収益を増やすことができます。一方視聴者にとっては、リア
ルタイムでストリームを見ながらライブビデオと統合されたデータを対話的に利用することができ、配信側と視聴者の間で
の新しいコミュニケーションの可能性を開きます。本テクニカルブリーフは、1秒未満の遅延を実現したストリーミング配信の
テクノロジーが、ライブ視聴を如何にしてインタラクティブなソーシャルエクスペリエンスに変え、新しいビジネスチャンスを
生み出すのかについて解説します。

「遅延」の定義

1秒未満の遅延を実現するストリーミングについて説明する前に、
「遅延」の測定方法を定義しておきましょう。ライブストリ
ーミングのワークフローは複雑であり、これに関わるすべての要素を定義しておかなければ、さまざまなテクノロジー間の公
平な比較はできないからです。このテクニカルブリーフでは、ストリーミング時の遅延を「ライブソースからビデオを取得して
オンライン視聴者の画面に表示するまでにかかる時間」と定義することにします。下の図は、ライブストリーミングのワーク
フローを示しています。一般的なテレビ放送におけるワークフローの要素はオンラインストリーミングとは異なりますが、遅
延については同様に、ライブソースから取得して視聴者の画面へ配信までまでにかかる時間として測定されます。
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ストリーミングテクノロジー毎の遅延
ライブオンラインストリーミングにはさまざまなユースケースがあり、それぞれに配信遅延に関する独自の要件があります。
以下のグラフは参考のために、従来型のチャンクに分割されたHTTPストリーミング形式およびケーブルテレビ放送の通常の
遅延時間と、新しい低遅延のストリーミング技術による遅延時間を示しています。
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低遅延ストリーミングを必要とするユースケース
非常に低い遅延を必要とするストリーミングのユースケースの多くは、オンライン視聴者がリアルタイムでライブビデオに反
応する必要があるという、ある種の対話性を伴ってます。例をいくつか挙げます:
•

スポーツイベント内のコミュニケーション － 視聴者は、リアルタイムにスポーツイベントのオンラインストリームを視聴す
ることに加えて、試合中に発生する特定のイベントに関連するコミュニケーション（チャット、賭け事など）に参加するこ
とができます。その際、オンライン配信の遅延が大きいと、現地で実際にイベントに参加している参加者やテレビ放送を
見ている参加者に比べ、オンラインでの参加者は不利になります。そのため、ストリーミング時の遅延をできるだけ低く
することが重要になります。また、視聴に使用しているデバイスに関係なく、すべての視聴者が同じチャンスを持ち、同じ
エクスペリエンスを得られているかどうかを確認することも重要です。

•

ライブオークション － オークションに電話で参加するリモート入札は以前からありますが、今ではネットワーク経由でも
参加可能で、ライブストリームを使えば「まるでそこにいる」ような体験をすることができます。リアルタイムのビデオスト
リームにより、オンライン参加者は、現地での参加者と同時にオークションを体験しながら、確実に入札を行うことがで
きます。
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トリビアゲーム － 最大級のオンライントリビアゲームでは、1つのイベントに100万人以上のプレイヤーが同時に参加しま
す。参加者はゲーム主催者のビデオストリームを視聴するアプリを使用し、主催者が問題を出してから一定時間後に、画
面に複数の選択肢が表示されます。スポーツイベント内での賭けと同様に、参加者にビデオストリームがリアルタイムで
配信されることだけではなく、プレーヤーがどこにいても遅延時間が一貫していることが重要です。

オンラインギャンブル － YouGovの調査によると、オンラインギャンブルは、特に18-49歳の世代で参加者が増えていま
す。オンラインギャンブルが広く普及するための課題は、オンラインで参加するプレイヤーが経験する、長く一貫性の無い
遅延時間です。カジノでは、すべてのプレイヤーがディーラーのアクション（カードをめくったりサイコロを投げたり）を確
認してから、自分の賭け金を上げるのかホールドするのかを決定できるようにしなければならないため、遅延時間が重要
になるのです。世界中のプレイヤーにリアルタイムでビデオストリームを配信することで、誰もが迅速かつ同時にテーブル
上のアクションを確認することができ、よりタイムリーにプレイすることが可能になり、ゲーム数が増え、カジノ運営者の
収入が増加します。

ライブビデオを1秒未満の遅延で配信するための課題

インターネットはもともと、ライブビデオのストリーミング用には設計されていません。この制限に対処し、TCP/IPプロトコル
を使用したライブインターネットストリーミングを可能にするために、HLSやMPEG-DASHなどのHTTPベースのライブストリー
ミングフォーマットが開発されました。これはビデオストリームをセグメント（またはチャンク）にエンコードし、受信側のアプ
リケーションに配信し、バッファリングしてから再生します。再生アプリケーションが再生前にビデオをバッファリング（また
は保存）することによって、配信時の遅延に対処することができます。
しかし、一般的なビデオをバッファリングするために必要な時間は、多くの場合30秒から1分を超えてしまいます。遅延がこ
れだけあると、現地やテレビで試合を見ている友人が得点やファインプレーで盛り上がっているのに、オンライン視聴者は
それを知らず、SNSなどの書込みでそれを知る、というようなことが起こります。さまざまなユースケースが要求する遅延時間
でのライブストリーム配信を実現するために、Content Delivery Networks（CDN）ベンダーによってさまざまな新しいテクノ
ロジーが実装され、テストされています。

低遅延配信のための課題の解決

ライブHLSおよびDASHビデオストリーミングを低遅延で配信するための1つのアプローチは、再生前にバッファリングされる
ビデオの量を最小限に抑えるために、チャンクのサイズを小さくすることです。チャンクサイズを1秒か2秒にまで減らすことが
できれば、結果として生じる総遅延時間は、ケーブルテレビでの遅延時間に近い6-10秒の範囲に収まるでしょう。テレビ放
送とオンラインの視聴者が混在する大規模なスポーツイベントにこのソリューションを導入すれば、全員がほぼ同時に同じ
情報を受け取ることができます。しかし、チャンクサイズを小さくしすぎると、ビデオの再バッファリングやその他の再生上の
問題を引き起こす可能性が高くなります。
HTTPチャンクサイズをカスタム化したライブビデオストリーミング
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CDNを使ったライブビデオワークフローの例：ビデオソースから視聴者の画面へ
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チャンクを使ったストリーミングで遅延を短縮するための別のアプローチは、CMAF（Common Media Application
Format）の使用です。CMAFが開発されたそもそもの目的は、HLSとDASHの両方のビデオを単一のエンコーディングで配信
することでした。しかし、CMAFにはメディアセグメントを小さいチャンクに分割して、セグメント全体がまだ配信されていなく
てもストリーミング、ダウンロード、および再生できる低遅延モードが用意されており、これによりライブストリーミングの待
ち時間を1-2秒に短縮できます。CMAFの詳細については、こちらの記事を参照してください。

ストリーミング配信で1秒未満の遅延を実現するテクノロジー

1秒未満のストリーミングを実現できることで大きな注目を集めているテクノロジーのひとつに、WebRTC（Web Real-Time
Communication）があります。これはブラウザ間の通信で1秒未満の遅延を可能にするためのテクノロジーで、元はGoogle
が2011年にオープンソースでリリースしたものです。WebRTCの初期実装の多くは、Googleハングアウト機能などのピア
ツーピアのビデオチャットアプリケーションでしたが、その後低遅延のライブビデオ配信用のソリューションも開発され
ています。そのうちのいくつかは、コンテンツ配信のために特定のクラスタの視聴者間でのピアツーピア接続を使用しま
す。WebRTCプロトコルを使用して、エンドユーザーが視聴しているコンテンツに他のエンドユーザーデバイスから自動的に
アクセスさせることで、コンテンツ配信にかかるコストや帯域幅をエンドユーザーデバイスに移動させることができます。こ
のソリューションが持つ潜在的な課題は、地域やISPを横断して同じビデオを視聴しているエンドユーザー同士を適切に組
み合わせることができるかどうかということ、およびパフォーマンスとビデオ品質に関しての保証がないことです。その他の
WebRTCストリーミングソリューションは、ネットワークのエッジでライブソースからのビデオストリームをWebRTCに変換す
るクラウドモデルを採用しています。
Limelight Realtime Streamingは、WebRTCが持つ1秒未満の遅延という特徴を利用して世界中の大規模な視聴者をサポー
トするために、ライムライトのCDNが世界中に配置しているPoP（Point of Presense：大規模配信拠点）のエッジサーバーに
インジェストストリームを配信する、エッジコンピュートモデルを採用しています。CDNの世界規模のキャパシティを活用する
ことで拡張性が得られ、世界中の視聴者へ1秒未満のリアルタイムストリーミングを提供することができます。
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1秒未満のライブビデオストリーム配信のためのグローバルWebRTC配信トポロジ
Limelight Realtime Streamingで利用可能なもう1つの重要な機能は、双方向データを共有する機能です。統合データをビ
デオと共有することで、コンテンツ配信者はライブビデオワークフローの一部にデータを使用するための独自のクリエイティ
ブな方法を開発することができます。たとえば、スポーツの生中継を見ている視聴者が自分の好きな選手についての情報や
過去のデータを受け取ったり、自分の好きなプレーに投票したり、見たいカメラアングルを選択することができます。オンラ
インゲーマーは彼らのビデオと統合されたチャットチャンネルを持つことができ、オンラインオークションでは、ストリーミン
グ中に視聴者がボタンを押すことによってリアルタイムでアイテムに入札する機能を実現できます。これらの対話型機能は、
多くの新しいビジネスチャンスを開くでしょう。
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低遅延だけが重要というわけではありません
視聴者は、高品質のオンライン視聴体験を期待するようになりました。つまり、1秒未満の低遅延ソリューションといえども、
今日のグローバルHLSおよびDASHチャンク配信インフラストラクチャと同じくらい堅牢でなければならず、同じレベルの回
復力、冗長性、セキュリティ、およびグローバルな拡張性を提供しなければならないのです。
視聴者はオンラインビデオに放送品質のエクスペリエンスを期待しており、アダプティブビットレートストリーミング（ABS）
を使用することで、ネットワーク条件が変化しても各視聴者に可能な限り最高の画質を配信でき、最高のオンラインエクスペ
リエンスを実現できます。アダプティブストリーミングでは、ソースビデオは複数のビットレートと解像度でエンコードされま
す。視聴者がビデオを再生すると、視聴者のネットワーク環境でサポートされている最高の画質でストリーミングされます。
環境が変化し、ビデオがより遅い速度でストリーミングされる場合、アダプティブ対応の再生アプリケーションは再バッファ
リングを回避するために低いビットレートのエンコードを要求します。同様に、ネットワーク環境が改善された場合、より高
品質のエンコードが要求されます。ABSによりユーザーのインターネット接続の速度に適応することで、視聴者に最高の画質
と最低の再バッファリング率を保証できます。

まとめと提言

低遅延のライブビデオストリーミングに対する視聴者の要求が高まっています。低遅延のストリームを配信するために複数
のソリューションが開発されており、さまざまなテクノロジ－の特性とそれらが特定のユースケースをどのようにサポートでき
るかを理解することが重要です。また、ライブビデオストリームの遅延を減らすことに加えて、視聴体験を変える新しい機能
が開発されています。おそらく最も重要なのは、ライブビデオとリアルタイムデータを統合して対話型のエクスペリエンスを
実現し、新しい収益機会を創り出すことができる機能です。あらゆる商用ビデオストリーミングサービスにとって収益化は非
常に重要であり、双方向性によって可能になる新しいビジネスモデルは、新たな収益機会を提供するでしょう。
現在ライブビデオを配信している、または将来配信することを計画している場合は、Limelight Realtime Streamingなどの
低遅延ストリーミングソリューションがライブコンテンツの収益化を促進する方法について検討する必要があります。データ
をビデオストリームと統合することで、新しい収益機会を生み出し、視聴者の関心を高める新しい対話型のエクスペリエンス
を提供できます。
ライムライトは、世界最大のライブイベントの配信とサポートの経験を活かして、あらゆる種類のライブビデオストリーミング
サービスを提供しています。ユースケースの要件に合うテクノロジーがどのようなものであっても、ライムライトは視聴者に最
高のオンラインエクスペリエンスを提供し、オンラインコンテンツの価値を最大限に引き出すことをお約束します。

LIMELIGHT NETWORKSについて
デジタルコンテンツ配信、ビデオ、クラウドセキュリティおよびエッジコンピューティングサービスの世界的リーダーである
Limelight Networks（NASDAQ：LLNW）は、比類の無いデジタルエクスペリエンスを提供できるようお客様をサポートいたし
ます。ライムライトのエッジサービスプラットフォームは、世界規模のプライベートネットワークインフラ、インテリジェントなソ
フトウェアおよびエキスパートサポートサービスを組み合わせたユニークなもので、次世代のワークフローに対応します。詳
細については、www.limelightnetworks.jpをご覧ください。
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