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バージョンの数が増えると重複部分が増える（図では赤枠の素材が重複している）⇒容量の肥大化

ビデオテープに録画されたものをそ
のままファイルにする，
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図 1 バージョンによる容量の肥大化
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ということだけでは依然解決さ

作ると，その数だけファイルが増えて
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図 2 配給先の多様化によるフォーマットの肥大化
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（以下， IMF と記す）は，これらの
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バージョンを定義するファイル ＊ 1
を XML で持ち，そのバージョンファ

図 3 バージョンを定義するファイルによる参照
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新たなバージョンが作られる際に
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ジョンによる肥大化」は解決される．
各バージョンは素材ファイルへの参照情報を持っている

一方，「単なるファイル化に残され
た問題点 2 ：配給先の多様化による

図 4 複数のバージョンによる参照

フォーマットの肥大化」については，
出力プロファイルのリスト＊ 2 を持つ，
という方法が取られている（図 5）．出
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図 5 複数の出力プロファイル

＊1

IMF では， Composition Playlist（CPL） という．

＊2

IMF では， Output Profile List（OPL） という．
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IMF（Interoperable Mastering Format）

IMP は外部参照ができるので
（図 6），

場合に，その新しいトラックだけを部
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図 6 IMP の外部参照
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テクノロジーの考え方を応用したもの

れまでできなかったことができるよう

であり，これこそが映像業界における

になり，それまで不便だったことが解

「 素 材 フ ァ イ ル の 実 体 で は な く ， 「ファイルベース化」の真髄である．
ファイルの参照を持つ」，「素材を外部

このように，「ファイルの非物質性」

参照する」といった考え方はもともと

を活かした考え方によって映像業界の

映像業界にあった発想ではなく，情報

ワークフローに革新がもたらされ，そ
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消され，新しい発想のサービスが生ま
れることにつながる．
（2019 年 1 月 24 日受付）
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Dalet では，下記のサイトで IMF やその他の映像技術についての情報
を提供している．
Dalet Academy，https://www.dalet.com/academy

1995 年，広島大学大学院 工学研
究科博士課程前期修了．日本 SGI，ソニーなど，映
像のファイルベース化に力を入れる企業を転々とし
たのち，現在の Dalet に落ち着く．現在，同社プロ
ジェクトマネージャとして，テレビ局のメディアア
セットマネジメントシステムの設計，構築を担当し
ている．
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