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第 11 回 放送と通信の融合に向かう TiVo
これまで 2 回にわたって、ピア・ツー・ピアによる Skype（IP 電話）の技術と M&A などについて解説してきましたが、
最近、ブロードバンドの発展と普及に伴って、放送と通信の融合が大きな社会問題になり、注目されています。そこで今
回は、映像（放送）に焦点を当て、最近のホットな動きを解説します。
放送と通信の融合と一口にいっても多様なサービスの形態がありますが、今回は、アメリカで成功して注目を集めている
TiVo 社が提供するサービスとビジネスの両面を紹介しましょう。

[Q1]
T i V o に つ い て 教 え てく だ さ
い。どのようなシステムで、ど
のようなサービスを提供して
いるのでしょうか？

[A1]

50ドル（日本円で 6,000 円程度）で売って

毎週放送される番組を予約したりするこ

いたりします（図 1）。TiVo のレコーダー

とができます。また、TiVo はユーザーの

は HDD レコーダーとは呼ばず、PVR

利用状況からその好みを推測し、ハード

（Personal Video Recorder）
と呼んでい

ディスクがいっぱいになるまで自動的に

ます。
ユーザーは、PVR を購入して TiVo 社

録画をします。さらに、おすすめの番組
を提示する機能もあります。

のサービスに加入後、設置作業を行いま

このように TiVo の特徴は、PVR とい

す。まず、PVR を同軸ケーブルで CATV

うハードウェアではなく、充実した番組

（ケーブルテレビ）や衛星放送、地上波放

表と高度な番組指定機能にあります。電

送などのアンテナと接続します。次に、

子番組表というと、日本ではウェブで提

付属の電話線分岐器を通して PVR を電

供 さ れ る iEPG（ internet Electronic

話線につなぎ、自分が住んでいる地域を

Program Guide）が 利 用 さ れ ま す が 、

赤外線リモコンで設定します。そうする

TiVo のそれは、番組の説明なども入っ

TiVo とは社名であり、サービス名であ

と 、P V R は 、ダイアル アップ の P P P

た詳しい番組表です。このため、きめ細

り、また、製品の名前でもあるのです。

（ Point-to-Point Protocol）プロトコルで

かい番組の検索などができます。このよ

TiVo 社（www.tivo.com）は、1997 年にア

TiVo の番組表サーバー（これは TiVo

メリカで設立されました。現在では、アメ

mothership と呼ばれることもある）に接

携帯電話と同じ
TiVo のビジネスモデル

リカとイギリスでサービスを行い、2005

続し、新たな番組表や更新された番組表

年の初めには加入者数が 300 万人を超え

を HTTP（HyperText Transfer Proto-

ました。TiVo に加入するには、まず、

col）でダウンロードします。これを 1 日に

TiVo の HDD（Hard Disk Drive）
レコー

1 回、自動的に行われます。

ダーを購入します。これは安価で、たと

ユ ー ザ ー は 、P V R に自 分 の 好 み の

えば 40 時間分の記録ができるモデルを

キーワードを設定したり、ドラマのように
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TiVo の PVR 製品例（上に載っているのは

赤外線リモコン）
〔http://www.tivo.com/より〕

うな番組表配信に対し、ユーザーは月に

赤 外 線（ IR）を 使 って STB（ Set Top

12.95ドル（日本円で約 1,700 円）
を支払い

Box）
を制御する場合には、IR blaster と

ます。

いう赤外線トランスミッターが先端に付い

なお、最近のモデルでは、電話線の代

日本では、HDD レコーダーにお金を

たケーブルを接続します。そして、その

わりに、イーサネットや無線 LAN で PVR

払っても、番組表にはお金を払いません

先端を STB の赤外線レシーバー部分に

をインターネットへ接続するための USB

が、TiVo の場合には、毎月の支払いが

近くなるように、STB の上部に貼り付け

端子が付いています。

ある代わりに、本体はたとえば 6,000 円程

ます。赤外線の代わりに、RS-232C を使

図 2 に示したもの以外に、PVR は赤外

度で買えるのです。これは、携帯電話の

う場合には、先端にパソコンのシリアル

線リモコンのレシーバーが前面にありま

ビジネスモデルと同じです。携帯電話で

ポートコネクターが付いたケーブルを

す。操作画面はテレビモニターに表示さ

は、本体が製造コストよりも安く売られ、

PVR に接続し、それを STB のシリアル

れますので、ユーザーはこれを見ながら

その代わりに、その差額は毎月の基本料

端子に接続します。なお、モデルによっ

リモコンのボタンを押して PVR を操作し

や通話料に上乗せされているのです。

ては、DirecTiVo のように、中に衛星放

ます。

TiVo は PVR を販売してはいますが、

入力に接続され、最終的に映像が画面に
表示されます。

送用の STB が組み込まれたものもありま

TiVo を録画装置のメーカーと見るのは

す。これは、DirecTV という衛星放送会

正しくありません。電子番組表の配信

社が販売しています。なお、ケーブル類

サービスを含め、高度な録画機能を提供

は別売りで、接続可能な製品のリストに

するサービス会社と見るのが適切でしょ

載っているものを自分で買うか、TiVo の

う。米国のテレビチャンネルの多さは日

オンラインショップで購入します。

PVR の
ビデオ信号処理の仕組みは？
すでに説明したように、PVR では、放
送はアンテナで受信し、番組表はイン

本の比ではなく、CATV や衛星放送など

STB を使用する場合には、STB の出

ターネットから HTTP プロトコルを使っ

では、数百チャンネルの番組を供給して

力が PVR の外部ビデオ入力端子へ接続

てダウンロードするという構成になって

います。この中から自分の好みの番組を

されます。PVR からの出力は、外部ビデ

います。この接続に電話線によるダイア

探すのは困難です。ですから、すべての

オ出力端子からテレビモニターのビデオ

ルアップ接続が使用されている場合、最

放送の中から自動的に好みの番組を見
つけてくれ、それを録画してくれる装置
へのニーズが高いのです。このニーズに
対するソリューションを提供するビジネス
を行っているのが、TiVo なのです。これ

4
IR（赤外線）
トランスミッター、
またはRS-232C

衛星テレビ

STB

に対して、日本では、全部の放送チャン
ビデオ入力

ネルをカバーする統一された EPG（電子

ケーブル
テレビ

番組表）や詳しい番組内容まで入った
EPG はありません。
2
同軸ケーブル入力

1

TiVo PVR の概要を
見てみよう

地上波テレビ

TiVoのPVR

3
電話線やLAN

TiVo が販売している装置は、ソニー、

ビデオ出力

フィリップス、東芝、パイオニア、Humax

番組表サーバー

などから OEM 供給を受けたものです。

インターネット

装置の価格は、容量によって異なります
が、たとえば 40 時間の記録ができるもの
が 1 万円以下、140 時間の記録ができる
ものが 3 万円以下で入手できます。
図 2 に、PVR と放送網、インターネット

STB：Set Top Box（セットトップボックス）、信号を受信し暗号化された信号を復号する装置。

PVRの背面には、標準で、放送を受信するアンテナへ接続する同軸ケーブル端子（1）、CATVのSTBと接続するためのビデオ入
力端子（2）、TiVoの番組表サーバーへインターネットで接続するための電話ジャック（3）が並んでいます。また、STBをPVR
から制御するために、IR（InfraRed、赤外線）
トランスミッター端子とRS-232Cのシリアルケーブル用端子（4）もあります。これ
ら2つは、テレビなどのイヤフォン端子のような3極タイプの端子です。

との接続図を示します。
図 2 TiVo の PVR と放送網およびインターネットとの接続
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寄りのアクセスポイントに電話をし、PPP

実は、TiVo はオープンソースのオペレー

をするためのもの、の 3 つに分類されま

による認証と接続を行った後、HTTP プ

ティングシステムの Linux を利用して構築

す。

ロトコルを使用して電子番組表をダウン

されています。CPU には PowerPC が使

まず、
（1）には Now Playing と Watch

ロードします。電子番組表のファイルは

われています。Linux では、いくつもの

Live TV のメニューがあります。前者

と呼ばれ、バ
スライスファイル（slice file）

ファイルシステムの形式がサポートされて

は、録画された番組のリストを表示し、

イナリー形式のファイルです。これを受信

いますが、TiVo では ext2 と呼ばれる形

再生する番組を選択したり、番組を消去

した PVR は、それを処理して内部形式

式を使用しています。しかし、動画ファ

したりすることができます。なお、消去は

の番組表を作成します。処理の終わった

イルの記録部分だけは、停電などによる

指定しなくても、新しく録画するスペー

スライスファイルは消去されます。番組表

障害に対して強いものとするため、独自

スが HDD になくなったときに、古いもの

だけでなく、PVR は、最新のソフトウェア

の MFS になっています。

から自動消去されます。後者は、現在テ

があればそれをダウンロードして自動的

レビで放送中の特定のチャンネルを見る

TiVo の操作とサービス

にソフトウェアを更新します。

PVR には複数のチューナーを内蔵し

ことができますし、現在放送中のチャン
ネルをスキャンして表示することもできま

ているものもあり、録画中に違うチャン

TiVo には、スイッチを切るという考え

ネルの番組を見たり録画したりすること

方はありません。現に、PVR にはスイッ

次に、
（2）
の機能として、番組のタイプや

ができます。受信したテレビ信号は図 3

チが付いていないのです。常にハード

ジャンル別に分けて一覧表を表示する

のように MPEG-2 形式に変換され（1）、

ディスクがいっぱいになるように、番組

TiVolution Magazine や Network Show-

さらに TiVo 独自のファイル形式「 TyS-

が記録されています。テレビを見ている

cases という機能があります。たとえば、

tream」
（2）で内部のハードディスクに記

ときにはその動画が記録され続け、30 分

映画やスポーツなどがジャンルとして指

録 され ます。 T y S t r e a m ファイル は 、

間保存されるようになっています。です

定 できます。また 、Pick Programs to

1 2 8 K バ イトの パ ケットを 基 本 として

から、いつでも一時停止させて続きを見

Record と呼ばれる検索機能も充実して

MPEG-2 の音声や画像、およびデータを

たり、巻き戻したりすることもできます。

おり、タイトルによる検索、映画の監督や

記録したものです。なお DirecTV 用の

つまり、普通の HDD レコーダーのように

俳優による検索、番組の説明を対象とし

PVR である DirecTiVo の場合、放送自

タイムシフトや追っかけ再生機能が付い

て任意のキーワード検索ができます。さ

体が MPEG-2 形式なので、MPEG-2 エン

ているということなのです。また、録画さ

らに、TiVo は、それまでユーザーが選

コーダーのハードウェアは略されていま

れた番組を見るために、一定時間動画を

択した番組とその評価（赤外線リモコン

す。MPEG-2 のエンコーディングやデコー

スキップする機能も付いています。これ

で入力できる）を基に、ユーザーに推薦

ディングは、ハードウェアで行われます。

は、たとえばコマーシャルをスキップす

番組のリストを提示することも行っていま

るのに使います。

す。これは、TiVo's Suggestions という

最終的に、TyStream 形式のファイル

す。

は、ハードディスクの中にある TiVo 独自

TiVo PVR のメニューは、
（1）番組を

というファ
の MFS（Media File System）

見るためのもの、
（2）録画する番組を選

なお、www.tivo.com にアクセスし、メ

。
イルシステム領域に書き込まれます
（3）

ぶためのもの、そして（3）
システムの設定

ニューから Demo TiVo を選択するとデ

メニューです。

モンストレーションが開始されますので、
これを見るとサービスの感覚がつかめる
HDD
ext2
パーティション
ビデオ信号

（Linuxのファ
イルシステム）

1

2

3

MPEG-2
エンコーダー

TyStream化
処理

MFS
パーティション

MPEG-2
データ

TyStream
ファイル

（TiVo独自の
動画用ファイル
システム）

でしょう。
ところで、ここまでの説明で、日本でも
これと同じような製品があったことに気
づいた方も多いのではないでしょうか。
ソニーのコクーンという製品がそれです。
これは、チャンネルサーバーという位置
付けの製品で、TiVo の技術ライセンスを
受けていました。ただし、ビジネスモデ
ルは、番組表の配信を柱とする TiVo の
それとは違うものです。

図 3 ビデオ信号の記録処理
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世界の TiVo マニア

るためのソフトウェア
開 発 キット「 T i V o

TiVo には、熱狂的なマニアが世界各

SDK」を提供し始め

地にいます。TiVo のソフトウェアは、

ました。これは、マニ

Linux を用いて作られていますし、TiVo

アだけでなく他の企

も開発キットを配布しています。このた

業が、PVR をプラッ

め、マニアはソフトウェアやハードウェア

トフームとして、新た

を改造し、新たな機能を付加して楽しん

なビジネスを展開す

でいます。

るアプリケーションを

たとえば、オーストラリアやニュージー

開発することを狙っ

ランドで TiVo を使っているツワモノもい

ています。この開発

ます。彼らは、TiVo の録画予定表を作

キット HME（Home

図4

TiVo 画面上の eBay の商品表示〔http://www.pvrblog.com

/pvr/2005/02/ebay̲coming̲to̲.html より〕

成するプログラムを作り、現地の独自形

Media Engine）の プ

式の電子番組表から TiVo の番組表（ス

ログラムは、パソコン

ライスファイル）
を生成します。さらに、そ

上で Java 言語を使って開発します。す

ません。それらの機能が TiVo に統合さ

れを自前の番組表サーバーに載せてい

でに、音楽再生やデジカメ画像の表示機

れた時には、ユーザーは、記録された映

ます。そして、TiVo に番組表をネット

能などを拡張するプログラムや、RSS

画を鑑賞した後、この続編が見たくなり、

ワークでダウンロードさせることによっ

リーダーを TiVo に付加するプログラムな

そこで、E コマースのサイトで DVD を探

て、アメリカやイギリスと同じように TiVo

どが開発されています。ただし、今のと

して購入するというシナリオになるで

を 楽し んで います。オーストラリア の

ころ、HME では TiVo の録画スケジュー

しょう。また、開発キットが開放されてい

TiVo は OZTiVo、ニュージーランドの

ルを遠隔地から変更するなどの制御はで

るために、ブロードバンドを使って番組

TiVo は NZTiVo と呼ばれています。

きません。なお、Tahiti では、TiVoTo-

を TiVo の画面に表示するプログラムを

マニアの中には、TiVo に隠された

GO と呼ばれる PVR で記録された番組

作成することもできます。

ウェブサーバーを利用して遠隔からウェ

を PC で見る機能や、気に入った番組に

このように、TiVo というサービスを中

ブで TiVo の録画予定を変更したり、録

似た番組のおすすめ機能、オンラインス

心に、今後大きな動きがあると考えられ

画された番組を転送して別の装置で楽

トアにアクセスして DVD や書籍などを購

ます。これは、技術的な進歩だけではな

しんでいる人もいます。また、ハードウェ

入できる機能なども提供されています。

く、ビジネス上の動きにもよります。

アを改造するマニアもいます。初期の
TiVo は、イーサネットインターフェイスが

たとえば 2004 年、TiVo と米国のケー

TiVo による放送と通信の融合

取り付けられない構造になっているた

ブル大手の ComCast との契約交渉が物
別れに終わっています。また、衛星放送

め、装置を開けて改造し、パソコン用の

Tahiti やソフトウェア開発キットの配布

の DirecTV への技術提供の契約も 2004

インターフェイスを取り付けた人もいま

によって、TiVo は、インターネットを単な

年に終了しました。一方、良いニュース

す。当然、こんなことをやれば保証はき

る番組表のダウンロード手段とするだけ

といえば、2005 年の 5 月から 7 月期で初

きません。それでも、マニアにとっては、

でなく、E コマースなどのインターネット

めての黒字を出したことです。さらに、

TiVo は安価な宝箱のようなものです。

と放送とを連携させるという方向に向

2005 年 11 月 8 日、TiVo と Yahoo!は、

最近では、ビデオ再生のできる iPod が

かっています。たとえば、2005 年 12 月号

Y a h o o ! 社 の T V 番 組 検 索 サ ービス

アップルコンピュータから発売され、TiVo

で説明した eBay の開発チームは、TiVo

Yahoo!TV から TiVo のオンライン番組

で録画したデータを iPod 向けに変換し

の画面を eBay のクライアントとするシス

予約機能を利用できるようにすることを

て楽しんでいるマニアも増えています。

テムを試作しました（図 4）。

発表しました。こうなれば、放送と通信

TiVo 側は、これらの改造に対して静

こ れ と 同 様 に 、A m a z o n . c o m や

観しているようです。これらのマニアの

google.com と連携したプログラムが

動きとは別に、2005 年の 1 月には、TiVo

TiVo 上で動くのも時間の問題かもしれ

の融合が加速されるだけに、今後の動き
がますます注目されます。

は新たな PVR のプラットフォーム Tahiti
を発表し、同時に、PVR の機能を拡張す

【参考文献】 [1] Raffi Krikorian, TiVo Hacks, O'Reilly , 2003
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