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放送局における
「リモートプロダクション」

　6局から話されたリモートプロダクション（リモ

プロ）の事例は、イベントあり、スポーツあり、興

行あり、複数スタジオの音楽番組ありの中継

番組、遠隔カメラ操作ありと多様であった。放

送局のリモプロを中継番組制作について、各

局の発表から整理する。

　まず、放送局のリモプロについて、NHK北

島氏とフジテレビ飯田氏から説明があった。現

在行われている中継スタイルは、中継場所に

カメラやスイッチャーなど多

くの機材とスタッフを送り

込み、素材が現場で集約

されて専用回線で放送局

へ送られることが基本であ

る。

　リモプロは、中継場所か

ら素材を放送局に送り、局

内のスイッチャーで制作す

る。両者を結ぶのがIP回

線である。さらに、中継場所から映像素材をIP

回線でクラウドにアップし、そこに設置した映

像スイッチャーを放送局から担当者が操作す

る。WOWOW石村氏は中継現場に設置した

3台のカメラを放送局からネットワークリモート

操作し、カメラマンを配置せずに取り組んだ事

例を話した。

　素材もクラウドに集約するというクラウド型

も動いてきた。フジテレビ飯田氏は「クラウド・

ニュース・ギャザリング」と提案し、テレビ朝日・

田中氏はクラウドに映像・音声を集約してテ

ロップ付けも一気通貫に行っている。

　このリモプロの利点についてNHK北島氏

は、広島局での経験から現場の中継車内の

スタッフを7割減らすことができ、現場スタッフ

の3割が放送局で番組制作にかかわったと報

テレビ各局（NHK・テレビ朝日・WOWOW・TBS・テレビ東京・フジテレビ）
コロナ対策の切り札

「リモートプロダクション」

インターネット技術イベントInteropから

4月に開催されたInteropはインターネット技術のイベントで、ICTとソリューションを体感できる展示会とともに専門セミナーも行われ
た。「Connected Media」の企画として「テレビ局におけるリモートプロダクション取り組み事例」をテーマに、NHK・テレビ朝日・
WOWOW・TBS・テレビ東京・フジテレビの6局が事例を交え、現状をリレー報告した。そこで各局の動きから実用への課題を整理
した。（レポート：吉井 勇・本誌編集部）

【各局スピーカー】
NHK放送総局 メディア開発企画センター：北島正司氏 ／ テレビ朝日 技術局技術運用センター：田中彰一氏

WOWOW 技術局技術企画部：石村信太郎氏 ／ TBSテレビ メディアテクノロジー局 未来技術設計部：藤本剛氏

テレビ東京 技術局 技術推進部：大崎雅典氏 ／ フジテレビ 技術局 技術開発部：飯田智之氏

NHK北島氏がコメントした「リモートプロダクション」とは」

（セミナー画面から）

NM CrossTalk



457-2021

告した。TBS藤本氏はPCの進化に合わせて

機能アップがどんどんでき、比較的安価なコス

トで実現できると話す。また、習熟度が低いス

タッフでも運用できるインターフェイスをカスタ

マイズできるという。

　さらに、旅費・宿泊費の削減、移動の予定

がなくなり、他の業務との両立、現場の省ス

ペース化にもつながると指摘した。

　フジテレビ飯田氏はリモプロのスタイルを整

理した図を公開した。まず、ライブ系か非ライブ

系かで分かれ、ライブ系では映像品質によっ

て伝送方法を選択していくという。

接続回線の「ラスト1マイル」問題

　IP伝送によるリモプロが進む中、いくつか

の課題がある。テレビ東京・大崎氏は、ST 

2110規格が注目され、放送設備のIP化が進

んできたが、IP化といっても選択肢はあると話

す。特に、IPリモプロでは、設定や制御、監視

も重要な要素であることや、バックアップシス

テムの構築についても要件にあった方法で準

備すべきだが、ある程度の割り切りも必要だと

指摘した。

　NHK北島氏は、リモプロの課題として「広

帯域のIP回線のコスト」を挙げた。他局はビジ

ネスイーサワイドを使っているが、それでも高価

になるコスト面を指摘し、今まで放送局と取引

がなかった光ファイバーを所有する事業者も

含めて広帯域なIP回線を提供してもらえれば、

と期待する。

　また、５G通信が実用的になるころには、ク

ラウドを活用したプロダクションが始まっている

のではないかという期待が放送局には強いよ

うだ。5Gとクラウドは相性がよいこともあって

か、フジテレビのクラウド・ニュース・ギャザリング

（CNG）の実験ではカメラ映像のデータを5Ｇ

回線でクラウドにアップしている。

　安定した帯域を利用できるIX接続サービス

があるが、NHK北島氏は「サービスを利用す

る場合、球場や放送局からIX接続ポイントま

で、広帯域のIP回線を別途用意する必要があ

り、結果的に回線コストが課題になる」と「ラス

ト1マイル」の問題を指摘する。このラスト1マ

イルの課題が解決できなければ、国土の狭い

日本でリモプロのメリット理解は難しいように思

う。まさに、キャリアのみならず、回線提供事業

者とのコラボを期待したい。　　　    　  

・遠隔で収録／プレビュー／編集／
  送出などできるもの

・遠隔で編集・CG 作業ができるもの…
  中継番組制作と関係

・LEDなどのバーチャル背景と合成を利用する
  映像制作

・VR 空間を利用する映像制作

「IPリモートプロダクション」＝
「IPで」「遠隔で」行う「生」「中継制作」

広義のいわゆるリモートプロダクション
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「リモートプロダクションの分類」から作成
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ソニー イメージングプロダ
クツ＆ソリューションズ VP
喜多幹夫氏

世界的にも急激に高まった
「リモート」へのニーズ

　「新型コロナウイルス感染症の世界的流行

以降、放送業界の関心や投資の方向性は一

変しました。リモート制作やクラウドとのコラボ

製品、AIの活用など、将来に向けたコンセプト

として緩やかに進んでいたニーズが前倒しに

なった印象です」とソニー イメージングプロダ

クツ＆ソリューションズ事業本部 喜多幹夫VP

は話す。

　深刻な感染被害となった米国では「担当者

が放送局に出社できない」という状況が発生。

ニュース番組向けのOTCを自宅から操作でき

ないかという要望が挙がったという。スポーツ

中継では中継車内のスタッフ「密」の解消に

加え、映像制作、音声制作などの各中継車間

の移動も制限されるようになり、リモート制作

の環境整備が一気に進んだという。

　こうした「急激な」ニーズの変化にソニーが

いち早く対応できたのは、IP活用を軸とした提

案で将来の映像制作の在り方としてリモート

制作を見越していたからだ。第一段階のここ

10年の取り組みでは、機器のインターフェイス

でIP化などの導入を進めていたが、IP化最大

のメリットである分散した地点をネットワークで

つないで全体をコントロールできる効率性に注

目が集まった。

　「リモート制作の導入タイミングとして早まっ

た形ですが、新型コロナウイルス感染症の影

響が少なくなった後でも、利便性は薄れませ

ん。一時的なニーズの高まりではなく、不可逆

的な制作ワークフローの切り替えが始まってい

ると捉えています」（喜多VP）。

IP展開を支えるNevionのSDN技術

　4月末、ソニーはリモート・分散映像制作ニー

ズに対応するIP・クラウドソリューションなどの

商品群拡充を報道発表。その中で、より大規

模なIP Liveプロダクションシステムを構築す

るためのソフトウェアアップデートの中核として

紹介したのが、ネヴィオン（Nevion）社のSDN

コントローラー「VideoIPath」との連携強化

だ。昨年9月にソニーの完全子会社となったノ

ルウェーのネヴィオン社はSDNの高い技術力

を持ち、「LANもWANも問わずにコントロール

できる唯一の会社」（喜多VP）として、ソニー

のポートフォリオに組み込まれた。

　映像・音声信号のルーティング制御を行う

「IP Liveシステムマネージャー」のファーム

ウェアのアップデートによって「VideoIPath」

との連携が強化される。さらに、SMPTE ST 

2110対応のSDI/IP信号相互変換コンバー

タボード「NXLK-IP50Y／IP51Y」がアップ

デート（9月予定）によってNMOS対応となり、

「VideoIPath」からも制御可能となる。

　「『IP Liveプロダクションシステム』に

Nevionの『VideoIPath』を組み込むことで、

ネットワークを柔軟に構築できるSDNの特性

が生かされ、スイッチ構成を最適化してコスト

削減を図れるとともに、障害発生時にも強いシ

ステムが構築できます」（喜多氏）。

　ネヴィオン社の持つSDN技術の特長は大

きく3点。1点目は、マルチスパイン採用による

スケーラビリティの優位性だ。従来のシングル

スパインではスイッチが大型になりがちで、コス

ト効率が悪く、規模の拡張にも限界があった。

小型のスイッチを選択できるマルチスパイン構

成はスモールスタートを考える事業者にとって

最適な提案となる。

　2点目のマルチスパイン構成は、信頼性・安

定性確保にも有効だ。冗長化されたシステム

の無瞬断切り替えが可能な点はシングルスパ

インと同様だが、復旧までは一方のみの運用

となってしまうシングルと異なり、経路を自動で

変更できるマルチスパインでは両系統の運用

を継続することができる。

　その経路変更や複雑なネットワーク設計の

自動化など、フレキシブルに通信帯域を確保し

ながら運用できる点が3点目だ。必要な帯域だ

けをうまくやりくりして使えるため、保険として無

駄な帯域を押さえておく必要がなく、安定性と

通信コストの効率向上に貢献する。

クラウド・AI活用におけるソニーの強み

　リモート・分散映像制作ニーズの高まりに対

するクラウドやAIの活用については、ソフトウェ

NM CrossTalk

ソニーが掲げる
IP・クラウド・AI活用のソリューション

リアリティ（Reality）・リアルタイム（Real time）・リモート（Remote）

「3Rテクノロジー」

放送番組・コンテンツ制作のリモート化は直近の課題と切り替わった。数年来、「IP Liveプロダクションシステム」を主要テーマに掲げ
てきたソニーにとっては、IP化最大のメリットを伝える機会となった。放送機器のリーディング企業として最適なソリューションを届けるソ
ニーの提案を、ソニー株式会社 イメージングプロダクツ＆ソリューションズ事業本部 VP・喜多幹夫氏に聞いた。

（構成：高瀬徹朗・メディアジャーナリスト）
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アベースの映像制作・管理ソリューションを拡

充。異なるマイクロサービスを自由に構築可

能なクラウドソリューション「Media Solution 

Toolkit」、AIによる映像自動切り出しシステム

「オートフレーミングソフトウェア」などが順次

市場に投入される予定だ。

　AWSやMicrosoft、Googleなどクラウド活

用に強みを持つグローバルIT企業が放送市

場への進出を狙う中、ソニーには独自の強み

が多くある。

　「例えば、撮影カメラは絶対にクラウド上に

は上がりません。多くの放送機器を取り扱い、

ワークフローをしっかりと理解した上で、アフ

ターサポートまでを含めたE to Eでお客様に

最適なソリューションを提供できることは、クラ

ウド活用を進める上でも我々の強みとなります」

（喜多氏）。

　実際、オンプレミス設備が決してなくなること

のない放送の世界において、クラウドとオンプ

レの整合性を取りながらシステムを構築できる

ソニーの力は大きい。放送局との長い付き合

いによる業務への理解やサポート体制の充実

もまた、グローバルIT企業には真似のできない

強みとなるだろう。

　そして、機能面でも大きな武器になりそうな

のが、IPライブプロダクションへのクラウド・AI

技術の取り込みだ。

　ある程度の時間をかけて作り込む収録番組

への活用と異なり、生放送でクラウド・AIを活

用していくためには、システム的に反射神経が

求められる。それは、クラウド上のアー

キテクチャによってのみ解消できる

課題ではなく、カメラやスイッチャーの

レイテンシーも含めたオンプレ設備と

のコネクティビティ強化が必要だ。

　「早くからインターフェイスをIP化し

てきた各種機器に加え、ネヴィオン社

のSDN技術。そして5Gなど通信そ

のものの進化。ソニーにはXperiaの

チームもあります。こうした要素が合

わさることで、IPライブプロダクション

へのクラウド・AI活用を実現していき

ます」と、喜多VPは力強い。昨年11月に行わ

れたクラウド中継システムと5G網を活用した

遠隔番組制作の実証実験（フジテレビ、NTT

ドコモと共同展開）は、ソニーの目指す将来を

実践した内容と言えるだろう。

　AI活用については、音声からの字幕生成や

画像鮮明化、周辺の雑音を低減してロケ先で

の音声を自動でクリアにする技術など、単体で

優れた技術も多く、コネクティビティを高めるこ

とでリアルタイム性を追求する構えだ。加えて、

他社製を含む多様なAIエンジンを統合的に活

用できるクラウドサービス「Media Analytics 

Portal」が用意されており、一つ上のレイヤーで

AIを複合的に活用していく方針を示している。

クリエイティビティの追求が
「ソニーの根幹」

　ソニーが掲げる「3Rテクノロジー」は、リモー

ト、リアルタイム、そしてリアリティ。時代に合わ

せたIPライブプロダクションを進めていく中でも、

「リアリティ」を担保するためのクリエイティビ

ティの追求は、ソニーの根幹を支える技術だ。

　リモートカメラ「BRC-X400」「SRG-X400」

「SRG-X120」は、フォームウェアアップデー

トにより低遅延・高品質な映像伝送が可能な

SRTプロトコルをサポートし、3板式8Kカメラシ

ステム「UHC-8300」のCCUにインターフェ

イスボード「UKCU-8001」を追加することで、

SMPTE ST 2110に対応した8Kシステムの

IP運用が可能となる。

　HDRコンテンツの普及に伴い、HDRと

SDRの同時制作を効率的に実現するライブ

制作ワークフロー「SR Live for HDRワーク

フロー」も推進。XDCAMショルダーカムコーダ

「PXW-Z750／Z450／X400」では、撮影

時のSR Liveメタデータ情報をより詳細に収

録ファイルに記録できるようになるなど、より使

いやすいHDRワークフローを提供するための

機能性を拡充している。

　「コンシューマ向けからハイエンドまで、多

彩なカメラ製品群を提供するのはソリュー

ションの根幹。ライブスポーツのワンシーン

に浅い被写界深度を求めてCineAltaカメラ

『VENICE』が用いられるなど、作り手の映像

表現が多彩に広がっていく中で、あくまで使い

やすく、利便性の高いワークフローを提供する

ことが我々の仕事」（喜多VP）。

　夏ごろ発売予定の高画質LEDディスプレ

イ「Crystal LED」Bシリーズ（ZRD-B12A／

B15A）は高いコントラスト性能を維持しながら

明るい環境下においても反射を抑えているの

が特徴で、近年注目されているカメラ動作に

連動して背景が動くバーチャルプロダクション

や放送局スタジオバックドロップなどの運用に

おいて高いクオリティを実現できる。

　IP技術を積極的に取り入れて放送機器と

の親和性を高めつつ、放送機器そのもののク

オリティと使いやすさを追求していく。「3Rテク

ノロジー」を軸とした新提案で、映像制作の世

界は「感動」へ向けて加速する。　　    　

スタジオ・サブ#1 マスター
（主調整室）

IP ライブシステムマネージャー スタジオ
サブ#2

スタジオ
サブ#3IP Live System Manager

システムカメラ

サーバー

スイッチャー

モニター

中継車

IP
switch

IP
switch

IP
switch

IP
switch

ネットワークの仮想化・制御・監視

ネヴィオン ビデオアイパス Nevion VideoIPath
IP switch

〔図〕IP Liveのさらなる拡充 -Nevion VideoIPath-

施設設備の一括制御・統合監視

ライブエレメントオーケストレーター
Live Element Orchestrator

SDI-IP コバーター
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パワフル！ KAIROS

　リモートプロダクションを導入する場合、所

有機材の活用がポイントになる。そのために

KAIROSは、多様な映像入出力規格への対

応を用意した。ベースバンドとして12G/3G/

HD-SDI、HDMI、Display Portがあり、IP

パケットではST 2110、NDI、RTP、SRT、

RTMP、RTSPという幅広さと、時刻同期で

あるPTP技術にも対応するので、最新のST 

2110を使ったライブ運用もできる。

　しかも、KAIROSはライブ映像処理を低遅

延で実現する独自ソフトウェア技術でありな

がら、オープンなアーキテクチャーとして高い

柔軟性と拡張性を備えている。また、ME数や

KEY数、解像度や画角にもとらわれないなど、

表現の自由度も用意している。

　活用例として、弊誌6月号でスマホとノート

PCの汎用機材で映像スイッチングしたライブ

配信を紹介した。スマホ2台とテザリング対応

カメラ1台で撮影した映像をLTE回線でクラウ

ド上のKAIROSにアップし、会場からノートPC

のソフト「Kairos Creator」でアクセスして3カ

メ映像をスイッチングした動画配信を行った事

例で、スマホやノートPCという汎用機で実現で

きたという。

　また、ソフトバンクと連携し、撮影から編集、

完パケ化の全工程をクラウド上のKAIROSで

取り組み、地上波放送の番組づくりに成功し

ている（4月号で既報）。

　KAIROSプラットフォームの利点はオープ

ンなアーキテクチャーにある。そのため、汎用

機から放送専用機まで自在に対応でき、ソフト

ウェアの追加で機能拡張や外部機器との連

携を低コストで実現できるユーザー本位の仕

組みである。

　このKAIROSの機能をさらに強化させた新

メインフレームKairos Core 1000「AT-KC

1000T」は、CPUがデュアルコア、GPUを強

化したことで、映像出力がHD×20、4K×5と

なった。動画、静止画のRAMプレーヤーやク

リッププレーヤーの記録容量が大幅に増加。

RAMプレーヤーは現行の24GBから64GBと

なり、HDで約170秒、4Ｋで約42秒の映像

保存ができる。クリッププレーヤーは圧縮で

180GB、HD約55分、4K約14分、静止画も

12GBを保存できるので、利用できる素材が

大幅に増え、リモートライブ映像の表現力が強

化された。

その他の強力な支援提案

　パナソニックはリモートプロダクションの提

案を用意している。カメラ撮影の自動化を促す

PTZ（パン・チルト・ズーム）リモートカメラは、パ

ナソニックが早くから提供してきだが、コロナ対

策である密回避に有効なカメラ装置として導

入が増えている。そこで一括コントロールが可

能な無償ソフトウェアを提供している。タッチパ

ネル操作時に指で指定した範囲でズームでき

たり、市販のゲームコントローラーによる操作

に対応など、映像制作の経験が少ないスタッ

フの操作を支援してくれる。また、バーチャル

セットに空間の位置情報を連動させることがで

き、CGと実像を組み合わせた動画配信もでき

るなど、放送対応の提案として関心が集まる。

　ライブ会場に複数のカメラとスタッフを配置

してきた中継スタイルを、1台の8Ｋマルチパー

パスカメラで対応する提案が用意されている。

高精細・広画角の8Ｋ映像から最大4枠のHD

映像として注目エリアを切り出す「8K ROIカメ

ラシステム」である。固定された8K映像ではあ

るが、HD映像の4枠は独立してパン・チルト・

ズームができるので、あたかも4台のHDカメラ

で撮影しているかのように運用できる。切り出

し枠にはタリー表示ができるため、従来どおり

の感覚で制作が可能だ。

　しかも、8K ROIカメラシステムは、最大7台

までのリモートカメラを合わせて1つのシステム

として運用できる。複数の映像のパン・チルト・

ズームを一つの操作で連動して行えるので、

マルチカメラ／マルチアングルの収録・中継

を省力化することができる。

　コロナ対策を徹底する中継システムとして、

クラウドのKAIROSプラットフォームとリモートカ

メラ、8K ROIなどを生かした、「動画」のコミュ

ニケーションの新しい表現を期待したい。  

リモートプロダクションを強力サポート
パワーアップしたKAIROS新メインフレーム
2020年9月にデビューしたIT/IPプラットフォームであるパナソニック「KAIROS」。
6月にはメインフレーム「Kairos Core」のCPUとGPUをパワーアップした新製品

「Kairos Core 1000」が登場する。放送局のコンテンツ、プロスポーツやコン
サートなどのライブイベントの制作・演出・配信のリモート対応能力を強化した。さ
らに、コロナ対応に取り組む企業の社内や社外のコミュニケーションとして、「動
画」の新しい推進役と期待できるのではないか。（レポート：吉井 勇・本誌編集部）

広がるパナソニック

新登場のKairos Core 1000メインフレームAT-KC1000T
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処しながら現在の編集方法を継続するために

「クリエイターVDI」を提案していると後藤マ

ネージャーは話す。

　NVIDIA提案の「クリエイターVDI」とは、

サーバーに搭載したGPUのメモリを仮想的に

分割、NVIDIA仮想GPU（vGPU）を仮想デス

クトップに装備し、複数台の仮想マシンで高

いコア性能を効率的に利用し、すべての業務

をリモートで行う。ユーザーはネットワーク経由

で必要最小限の機能の端末からアクセスし

てデータセンターの素材データを直接編集し、

画面データの差分イメージのみを転送するセ

キュアな仕組みである。これによって、世界中

のどこからでも編集作業ができる革新的なアプ

ローチとなる。

パフォーマンスを落とさない
仮想WS環境

　仮想ワークステーション（WS）のマネージメ

ントは、さらにメリットがある。例えば、VDI機能

で仮想WSのマスターフォーマットを更新してク

ローンを作成し、一斉にバージョンアップした

り、一時的に数十台、数百台というWSが必要

になっても即時に対応できる。

　こうしたネットワーク型システムの課題は通

信回線にあり、コストに直結する。「データセン

ター側に素材データや操作環境を集約し、操

作する画面イメージの差分だけをユーザー側

に転送するため回線の負担が軽くて済む」と

後藤マネージャーは話し、「これまで通りのパ

フォーマンスを実感していただけます」と自信を

持って提案する。

　さらに、ネットワークによるIT管理にも注目し

たい。ユーザー端末が壊れた場合でも、別の

端末から繋ぎ直せばすぐに継続利用が可能な

こと。作業環境も含めたトラブルにネットワーク

を介した対応ができるため、ユーザーには心強

いサポートとなること。また、離れた取材現場や

イベント会場、海外の拠点、さらに自宅などから

安定した運用を支えてもらえることにもなる。

　後藤氏は、運用を始めている海外プロダク

ション担当者のコメントを教えてくれた。「ほとん

どのクリエイターは物理WSと仮想WSの違い

に気づいていません。また、データセンター内の

仮想WSのスペックを変更や、追加設定して利

用できる柔軟性は非常にメリットがあります」。

　今後、クリエイターVDIのリモートプロダク

ションをどう活用するか――ニューノーマル時

代のメディア&エンタテインメント業界のクリエ

イティブを大きく進化させるだろう。　 　    

GPU搭載の仮想レイヤーで全業務を

　テレワークとなって、仮想デスクトップ環境で

は「新たなCPU負荷」という問題を引き起こし

ている。OSのWindows10はグラフィックスリ

ソースを大きく消費し、Windows7と比べて約

30％以上も増えている。さらに、オンライン会議

のアプリケーションもCPUに負荷をかけ、映像

や音声が途切れたり、動画再生でコマ落ちな

ど、パフォーマンスの低下を引き起こしている。

　それらの理由は、PCやスマホにあたり前に

搭載されているGPUが仮想デスクトップ環境

に装備されていないため、CPUが代わりにグラ

フィックス処理を担うからだ。また、クリエイター

が制作や編集作業で求める性能でテレワーク

できないなどの課題もある。

　そうした環境下でも、業界のクリエイターは

編集作業を集中して納得いくまで繰り返した

い。そこでNVIDIAは、テレワークの問題に対

NVIDIA vGPU-VDIの概略図

GPUリーダーNVIDIAが
「クリエイター仮想デスクトップ（VDI）」を提案

NVIDIAは半導体チップGPUのリーダーとして有名である。2016年ごろからディープラーニングブームのAI技術に乗って一気に成
長し、自動運転の分野では圧倒的な地位を確立する。そして、GPU対応ワークロードの革新をもとに、リモートプロダクションシステム

「クリエイターVDI」をメディア&エンタテインメント業界に提案する。制作と編集に、継続と加速という新たな価値をもたらすという提
案をNVIDIAエンタープライズ事業本部 vGPUビジネス開発マネージャー・後藤祐一郎氏に聞いた。（レポート：吉井 勇・本誌編集部）
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