CUSTOMER CASE STUDY

新たな映像監視で費用削減と安全性向上を
目指す、カリフォルニア州モンテベロ市の
市営バス
クラウディアンとレノボのソリューション、費用対効果の高いストレージと
監視データの高速検出を実現

に位置し、市交通局はモンテベロ・バスライン
（MBL）
を運営し、主にモンテベロ市や近隣
の市民に公共交通サービスを提供しています。72台のバスで67平方キロメートルを網
羅し、年間8百万人以上の乗客を支えています。

年間8百万人以上の乗客数を抱えるMBL
は、乗客の安全性確保という大きな責任を
負っており、その観点から交通状況や、乗客
と運転手の行動ややり取りのビデオ監視を
行うため、バス毎にビデオカメラ5台と画像
録画システムを搭載しています。これまで映
像はバス毎にローカルで記録され、バスが
ターミナルに戻る度に映像データを運営セ
ンターに転送し、何か問題が発生すると、デ
ータを検索していました。
この方法では、運営上の課題が主に二つあ
りました。一つは物理的な処理が複雑なた
め、必要な時にデータをすぐに確認すること
が難しく、データのアップロードや関連映像
の検索に時間がかかるため、問題が報告さ
れても直ちに対応できない点でした。
モンテ ベ ロ 市 I T マネ ージャー の D a v i d
Tsuen氏は
「これまではタイムコードを使っ
て手作業でビデオクリップを検索しなけれ
ばならず、非常に時間がかかっていました。
アングルの異なる複数のカメラ映像の同期
を取ろうとしても、実際には不可能でした。」
と述べています。
二つ目は、予算上の制約のため、データを
60日以上保持できない点がありました。例
えば、問題の発生から2年後に訴訟になるこ
ともあります。60日の保持期間を過ぎた後
の訴訟の場合、映像の記録がないことで市
は財政面でのリスクを負うことになり、保持

市の交通局

課題

• 拡張性の高い、S3との互換性のあるスト
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費用低減だけでなく安全性確保の
課題も

業界

期間の延長は明白な要件でした。公共の安
全性を高め、
かつスタッフの負担やストレー
ジ予算を低減するため、新たなソリューショ
ンが必要とされました。

オブジェクトストレージによる
メタデータのタグ付けの利点
MBAはビデオ監視に関する複数の提案を
検討した結果、既成のソリューションでは必
要な要素を網羅できないことが分かりまし
た。MBAの要望は、映像を各バスでローカ
ルに記録し、必要に応じて映像をワイヤレ

レージであること。
• 大量のビデオクリップを高速検索するた
め、機能的なメタデータのタグ付けが必
要。
• 費用対効果高くスモールスタートでき、
サービス停止なく拡張可能であること。
• 長期的なデータ保持のため、PB級まで拡
張可能であること。

ソリューション

• CLOUDIAN HyperStore を搭載するレ
ノボのアプライアンスDX8200Cで、S3
APIとの完全互換を実現。
• ノード3台からの、費用対効果の高いス
モールスタート。
• 単一環境でTB級からPB級まで拡張可能
な、
スケールアウト型デザイン。
• メタデータのタグ付けによる、場所、時
間、
車両ID等に基づく検索。

スで転送することでスタッフや警察当局が
直ちに確認できるようにする、
というもので
した。
通常の運用時は、映像はローカルのストレ
ージから基幹のストレージシステムに、あら
かじめ設定した時間（3時間毎等）
にLTEや
WiFiでストリーミングされます。緊急事態
の際は、運転手や公安官がデータのキャプ
チャーを起動し、基幹ストレージシステムに
速やかにデータをストリーミングさせ、
ビデ
オ映像を直ちに確認できるようにします。こ
れにより、事故等でのデータ損失のリスクも
解決することができます。
当初、MBLはベーシックなNASシステムの
利用を検討しましたが、幾つかの課題があ
ることが分かりました。

MBLは72台のバスで67平方キロメートルを網
羅し、年間8百万人以上の乗客を支えています。

「 オブ ジェクトストレー ジ で あ る
CLOUDIAN HyperStore の拡張
性、費用対効果、Amazon S3との

互換性、メタデータのタグ付け機

能によって、プロジェクトを実現す

ることができました。」
David Tsuen
モンテベロ市 ITマネージャー

1. 転送スピード

ハイエンドのNASシステムは予算超過で
ある一方、
エントリーレベルのシステムで
は帯域不足で、
データ損失のないよう、
デ
ータ投入を迅速に行うことができません
でした。

2. メタデータのタグ付け

ビデオクリップ毎に場所、バスの走行速
度、運転手の氏名等の環境情報を含むメ
タデータが必要です。従来型のファイル
ストレージやビデオ管理ソフトウェアはこ
れに対応していませんでした。

上記のような制限を解決するため、MBLで
は二つの技術を組み合わせたシステムを構
築しました。
1. CLOUDIAN HyperStore：

レノボDX8200Cアプライアンスにプリ

ロードされたオブジェクトストレージ。
2.Transportation Security System

(TSS) IRIS： 先進的な輸送安全システム。

上記組合せによるソリューションで重要な利
点が得られました。
1. 1台のバス毎の5台の車載カメラの映像
をすべて同時に記録し、
リアルタイムでメ
タデータのタグ付けを行えます。
2. 時間、場所、車両等によってメタデータを
検索することで、直ちに必要な映像を見
つけられます。
3. 大きいクリップのアップロードは、
（エ
ラーの際に再起動が必要となる、連続的
なストリーミングではなく）
パーツに分割
して同時にストリーミングする方法（マ
ルチアップロード）
であるため、信頼性が
向上しました。
4. ベータ試験や検証にはスモールスタート
し、ストレージノードを増設するだけで、
必要に応じてペタバイト級に拡張可能
な、スケールアウトが容易なアーキテク
チャーです。

オブジェクトストレージ で あるC L O U D I A N
HyperStore によって監視ビデオデータのセン
トラル・レポジトリを実現します。機能的なメタ
データのタグ付けにより、時間、場所、車両ID等
のパラメータに基づき、高速なビデオクリップ検
索が可能になります。

TSS

IRISシステムはMBLの要件機能を満

たし、監視カメラからの映像や関連するメタ
データ収集を管理します。ローカルに保管
する場合、IRISソフトウェアによってメタデ
ータを含むローカルのデータベースを保

「CLOUDIANHyperStore とTSS

の組合せにより、大きな課題を解

決することができました。市にとっ

ては大幅な費用低減を、乗客の皆

様には安全性の向上への道筋を

つけることができ、まさにウィンウ

ィンの素晴らしい方法と思ってい
ます。」

David Tsuen
モンテベロ市 ITマネージャー

持します。 CLOUDIAN HyperStoreへの
転送が始まると、データベースからメタデ
ータが抽出され、各ビデオに付与されます。

今後の展開
ソリューションの 機 能 的 なアルファ版 で
MBLのバス7台を対象とした試験を行い、
その後ベータ試験に移行します。完了すれ
ば、MBLは所有する車両に無線セキュリティ

前述のDavid Tsuen氏は
「オブジェクトス

システムを搭載し、
リアルタイムの可視化、

トレージである CLOUDIAN HyperStore

映像による安全性における最大限の柔軟性

の拡張性、費用対効果、Amazon S3との

を実現し、何百万人ものMBL利用者の安全

互換性、
メタデータのタグ付け等、我々が

を強化します。

必要とする機能によって、プロジェクトを実
現することができました。」
と語っています。
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