
蓄積型放送とは

ISDB-Tmm（Integrated Services

Digital Broadcasting-Terrestrial

Mobile Multi-Media）に基づく携

帯端末向けマルチメディア放送では，

リアルタイム型放送のほか，蓄積型放

送が提供されます．蓄積型放送とは，

従来の放送と異なり，映像ファイルな

ど任意の大容量マルチメディアコンテ

ンツファイルを放送波により受信機に

配信し，ユーザは視聴許可期間中の任

意の時刻にコンテンツを視聴すること

が可能となる新たな放送サービスです．

蓄積型放送概要

ISDB-Tmmのプロトコルスタックを

図１に，コンテンツファイルからTSパ

ケット＊１として伝送されるまでの処理

を図２に示します．ISDB-Tmmにお

けるリアルタイム型放送サービスは，

ISDB-T（Terrestrial）＊２と同様に

MPEG-2 TS（ Motion Pictures

Expert Group-2 Transport Stream）

上にてPES（Packetized Elementary
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携帯端末向けマルチメディア放送における
蓄積型放送技術

図１　ISDB-Tmmのプロトコルスタック 

リアルタイム放送 
コンテンツ 

PES Section

PSI/SI ファイルキャスティング 
コンテンツ メタデータ 

蓄積コンテンツ 
補完データ 

（太枠内：蓄積型放送用に新たに規格化） 

FLUTE/AL-FEC

UDP/IP/ROHC

ULE

HTTP

TCP/IP

通信システム 
（3G/3.9G網等） 

MPEG-2 TS

物理層 

携帯端末向けマルチメディア放送では，これまで携帯端末向けに提供され
ていたリアルタイム型放送に加え，蓄積型放送サービスが提供されます．蓄
積型放送では，大容量のマルチメディアコンテンツファイルを，放送波を介
して効率的にユーザへ配信することが可能となります．本稿では，蓄積型放
送の技術概要を述べます．
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＊1 TSパケット：MPEG-2 Systemsにて規定さ
れる，主に放送網にて使用される伝送用多
重化方式に使用されるパケット．

＊2 ISDB-T：地上デジタル放送に用いられる
方式．

図２　コンテンツファイルからTSパケット生成までのフロー 
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Stream）により提供されます．一方

蓄積型放送では，さまざまな形式のコ

ンテンツファイルを放送波上で安定し

て伝送するために，新たにAL-FEC

（ Application Layer-Forward Error

Correction）符号化，FLUTE（File

Delivery over Unidirectional Trans-

port），UDP/IP（User Datagram

Protocol/Internet Protocol），ROHC

（ Robust Header Compression），

ULE（Unidirectional Light-weight

Encapsulation）を採用しました．ま

た，放送網にて欠損したコンテンツを

通信網上で補う，蓄積コンテンツ補完

方式を新たに規定しました．

AL-FEC符号化

移動受信時など，不安定な無線伝

送路におけるパケット欠損への耐性を

高めるため，蓄積型放送ではコンテン

ツファイルへAL-FEC符号化を適用し

ます．AL-FEC符号化では，コンテン

ツファイル（オブジェクト）から，ソー

スシンボルおよびパリティシンボルを生

成し，両者を時間インターリーブした

後に送信します．AL-FEC符号化の

概要を図３に示します．伝送するオブ

ジェクトは，複数のソースシンボルに

分割され，AL-FEC符号化によりソー

スシンボルからパリティシンボルが生成

されます．伝送路において欠損したシ

ンボルは，受信できたソースシンボル

およびパリティシンボルから復元するこ

とが可能となります．

■LDPC-Staircase

ISDB-TmmではAL-FEC符号化方

式としてLDPC -S t a i r c a s e（Low

Density Parity Check-Staircase）（1）

を使用します．

LDPC-Staircaseでは，符号化およ

び復号化に検査行列を使用します．検

査行列は左側検査行列と右側検査行

列の２個の行列で構成されます．左側

検査行列は，各検査式に含まれるソー

スシンボルを示し，右側検査行列は，

各検査式に含まれるパリティシンボル

を示します．左側検査行列は，乱数系

列により「１」を挿入する行列要素が

選択され，各列，各行ともに次数で指

定された数およびそれ以上の「１」が

挿入されます．右側検査行列は単位行

列に（i，i-1）の要素にも１を挿入し

た行列となります．図４に次数が３の

場合の検査行列の例を示します．ここ

でs1～s6はソースシンボル，p1～p6は

パリティシンボルを示します．

■AL-FEC符号化方式ごとの

特性評価結果

I SDB -TmmにおけるAL-FEC符

号化方式の選定にあたり，①複数回
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図３　AL-FEC符号化の概要 
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送信，②Reed -So lomon符号＊３，

③LDPC-Staircaseの３方式を取り上

げ，演算量を一定とした条件下にてシ

ミュレーション評価を行いました．シ

ミュレーション条件を表に，TSパケッ

トエラー率に対する受信成功率（全

ユーザのうち，コンテンツを復元できる

ユーザの割合）に関するシミュレーショ

ン結果を図５に示します．シミュレー

ション結果から，受信成功率95％以

上を確保できるTSパケットエラー率は

複数回送信の場合は１％以下，Reed-

So l omon符号では８％，LDPC -

Staircaseでは13％となり，LDPC-

Staircaseはパケット欠損への耐性が

もっとも強いことが分かります．

FLUTE

FLUTEは放送網などの片方向伝送

路上を伝送するコンテンツのセッショ

ン管理を行うプロトコルです．ISDB-

TmmにおけるFLUTEセッションから

MPEG-2 Systemsへのマッピング例

を図６に示します．ISDB-Tmmでは

ユーザへ配信する映像データ，音声

データ，構成ファイル管理情報を記述

するマニフェストファイル等それぞれを

１オブジェクトとし，TOI（Transport

Object Identifier）で管理します．ま

た，複数のオブジェクトを束ねたもの

を１コンテンツとし，TSI（Transport

Session Identifier）で管理します．

TSIはPID（Packet Identifier）＊４

携帯端末向けマルチメディア放送技術の最新動向

NTT技術ジャーナル 2011.530

図５　シミュレーション結果 
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＊3 Reed-Solomon符号：デジタル機器等にて
使用される誤り訂正方式．

＊4 PID：MPEG-2 SystemsにおけるTSパケッ
トの識別に用いられる値．

表　シミュレーション条件

複数回送信 Reed-Solomon符号 LDPC-Staircase

伝送ファイルサイズ 100 MBytes

パケットサイズ 940 Bytes（MPEG-2 TS５個分）

消失率 0.1％～25％（MPEG-2 TS）

備　考
同じデータを
３回繰り返し送信

12個のパケットを１ブロック
とし，１ブロックに対して
24個のFECパケットを生成

平均次数※を10で
計算

演算量をほぼ一定として比較
※ パリティシンボルが平均的にいくつのソースシンボ

ルから生成されているかを示す値
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図４　LDPC-Staircaseにおける検査行列の一例 
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へマッピングされ，MPEG-2 Systems

上へ伝送されます．さらに，FLUTE

では伝送中のコンテンツのさまざまな

属性情報を伝送するためのFDT（File

Delivery Table）インスタンスを周期

的に伝送します．

UDP/IP/ROHC

FLUTEによりセッション管理情報

が付加されたパケットは，UDPヘッダ

およびIP（v4あるいはv6）ヘッダが付

加されます．また，同一セッション中

においてUDPヘッダおよびIPヘッダの

情報が変更される頻度が低いことを考

慮し，ISDB-Tmmではヘッダ圧縮プ

ロトコルとしてROHCを採用していま

す．ROHCでは，同一のヘッダ情報

（ネクストヘッダ・送受信IPアドレス・

送受信ポート番号）を有するIPパケッ

トフローを１組（コンテクスト）とし

て扱い，UDP/IPヘッダ中に変更が発

生した場合のみ変更部分を伝送するこ

とにより，高効率なヘッダ圧縮を実現

しています．ROHCを適用することに

より，例えばIPv4の場合，28バイト

必要となるUDP/IPヘッダ長を，最小

で１バイトまで圧縮することが可能と

なります．

U L E

IPパケット化されたコンテンツファ

イルをMPEG-2 Systems上で伝送す

るために，ISDB-TmmではULEによ

るカプセル化を採用しました．なお，

今回ISDB -Tmm規格化にあたり，

ULEヘッダ中に含まれるROHCの

Ethertype値は0x22F1としてIEEE

（ Institute of Electrical and Elec-

tronics Engineers）に新たに登録さ

れました．

蓄積コンテンツ補完

■蓄積コンテンツ補完方式

放送網は片方向伝送路であるため，

コンテンツ伝送時の信頼度を向上する

ことが重要となります．AL-FEC復号

化によりコンテンツの修復を行っても

パケットの欠損部が残る場合には，図

７に示す蓄積コンテンツ補完により，

携帯電話網により欠損部の修復を行

います．蓄積コンテンツ補完では，受

信機は受信したデータから欠損したオ

ブジェクトを特定し，さらにオブジェ

図６　FLUTEからMPEG-2 Systemsへのマッピング 

TSI（コンテンツ１） 

TSI（コンテンツ２） 

TSI（コンテンツ３） 

TSI（コンテンツ４） 

MPEG-2 
TS

TOI 
（File1） 

TOI 
（File2） 

TOI 
（File3） 

Files

Files

Files

PID

PID

FLUTE MPEG-2 Systems

… 

図７　蓄積コンテンツ補完 
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クト中の欠損シンボルを特定します．

その後，コンテンツの修復に必要な

ソースシンボルを放送補完用サーバか

ら通信網経由でダウンロードし，コン

テンツの修復を行います．

蓄積コンテンツ補完用サーバは，受

信機からHTTP（Hypertext Trans-

fer Protocol）＊５のContent-Range

ヘッダにより要求されたコンテンツの欠

損部を，通信網経由で伝送します．欠

損部の取得にHTTPを用いることによ

り，汎用のHTTPサーバを蓄積コンテ

ンツ補完に適用することを可能として

います．

蓄積コンテンツ補完を実施するタイ

ミングとして，ユーザが視聴開始する

とともに蓄積コンテンツ補完を開始す

る「手動補完」と，ユーザが意識せ

ず，視聴開始前に自動的に蓄積コン

テンツ補完を開始する「自動補完」の

２種類を規定し，ユーザのコンテンツ

視聴時の利便性を高めました．また，

放送網にて伝送されるメタデータ中に

補完を開始するまでのオフセット時間

とランダム時間幅などを含めて伝送す

ることで，ユーザが蓄積コンテンツ補

完を実施する時間を分散させ，通信網

の輻輳を回避する手段を規定しました．

■U E P

ソースシンボルのうち，特にコンテ

ンツの先頭部分を構成するソースシン

ボルは，ユーザがコンテンツを視聴中

に蓄積コンテンツ補完により取得する

可能性が高くなります．そのため，コ

ンテンツの先頭部分についてはAL-

FEC符号化による冗長度を高く設定

してパケット欠損耐性を高くすれば，

ユーザはコンテンツの欠損を意識せず，

円滑にコンテンツの視聴を行うことが

可能となります．このような要求に対

応するため，ISDB-TmmではLDPC-

S t a i r c a s eを高度化した，UE P

（Unequal Error Protection）方式

を採用しました．LDPC-Staircaseの

左側検査行列は本来ランダムに「１」

が配置されますが，UEPを利用する場

合は，「１」の密度分布を高くする列

番号を受信者に通知します．

LDPC-StaircaseへUEPを適用す

ることより，コンテンツの先頭部のパ

ケットエラー耐性を約15％程度向上さ

せることが可能となります（2）．

■蓄積コンテンツ補完パケット最適

選択方式

蓄積コンテンツ補完時にコンテンツ

の復元に必要となるソースシンボルの

すべてを要求すると，通信網の負荷が

高くなる可能性があります．そのため，

受信済みのシンボルを有効利用し，補

完要求シンボル数を効率的に削減する

ことが重要となります．ISDB-Tmm

では補完要求シンボルを最小数に抑制

する蓄積コンテンツ補完パケット最適

選択方式を採用しました．本方式によ

り，欠損したパケットをすべて要求す

る場合と比較して補完パケット数を約

50％抑制し，TSパケットエラー率に

換算すると，７～８％のパケットロス

耐性向上を実現しました．

サービス開始に向けて

蓄積型放送方式は優れた移動受信

特性を有するISDB-Tへさまざまな機

能拡張を行うことにより，大容量のマ

ルチメディアコンテンツファイルを効率

的にユーザへ配信することを可能とし

た方式です．世界的にみても蓄積型放

送サービスの実施例は数少なく，2012

年春以降のマルチメディア放送による

サービス開始が期待されます．
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2012年春，ISDB-Tmm方式に基づく，
新たな携帯端末向けの放送サービスが開始
されます．特に本稿にて紹介した蓄積型放
送は，大容量のマルチメディアファイルを
放送波で提供するサービスを世界で初めて
実用化するものです．
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