特
集

NTTコミュニケーションズ イノベーションセンターの取り組み

5 超低遅延ライブ配信システム

WebRTC を用いた超低遅延ライブ配信システム
イノベーションセンター テクノロジー部門

松下 正樹

従来のライブ配信では、映像が視聴者に届くまでに通常 30 秒〜 1 分程度の遅延が生じる。このため、配信者と視聴者の間
でインタラクティブなコミュニケーションを行うことは難しい。 NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）では、リアルタイ
ムコミュニケーション技術である WebRTC を用いて 1 秒未満の極めて小さい遅延で映像を配信できるシステムを開発している。
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証実験を行いながら性能や品質を高
配信者
配信者
視聴者

メディア
サーバ

配信機材

ンライン記者会見など、社内外で実

WebRTC

めつつある。WebRTC を用いた低
遅延ライブ配信にご興味のある方は
NTT Com イノベーションセンター
（webrtc@ntt.com）までご連絡いただ
ければ幸いである。
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