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映像配信サービス

演劇やコンサート，スポーツなどの映
画以外の映像コンテンツを，映画館やパ
ブリックビューイング等で仮設されたス
クリーンで上映する映像サービスがさか
んになっています．映像コンテンツは蓄
積メディア（ブルーレイディスクやDVD
等）で提供されることもありますが，特
に最近は，実際のイベントと同時刻に上
映されるという一体感や，双方向での
インタラクティブ性から，ライブ配信に
よるサービスが主流となっており，さら
なるビジネスへの展開に注目が集まって
います．
映像配信サービスをビジネスとして実

現させるためには，安定した伝送とセ
キュリティを確保することが必要になり
ます．また，コンテンツをより魅力的な
ものとする高精細映像伝送には高速な伝
送も必要とされます．
NTT未来ねっと研究所では，高精細

な映像伝送を実現するため，4K映像低
遅延伝送システムについて研究してきま
した．そしてその中で，IP伝送を高信頼
化するパケットの補償処理技術を培って
きました．
また2011年２月に開催されたNTT

R&Dフォーラムでは，8K映像を利用し
て，日英間（英国折り返し）ライブIP伝
送を実施しました(1)．本デモンストレー
ションでは，コーデックによらず利用可能
な伝送終端装置を開発して500パケット程
度のバーストロスを補償し，安定なIP伝
送を実現しました．2011年９月には，
IBC（ International Broadcast Con-
ference）2011にて英蘭間の8K映像IP
伝送の実証実験を行いました(2)（図１）．

高信頼IP伝送技術

映像配信においては，伝送系路上で

発生するパケットロスやパケットのジッ
タ＊等が映像品質に大きな影響を与えま
す．そのため，IPネットワークを利用し
た映像伝送サービスでは，それらを補償
する安定化機構が必要です．
これまでNTT未来ねっと研究所では，

セキュリティを確保するデータ保護や複
数IPストリームを扱うための同期出力制
御を実現してきました．
伝送のさらなる高信頼化のため，高効

大容量8K映像の高信頼IP伝送技術と国際学術網を
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NTT未来ねっと研究所では，高信頼なIP伝送を実現するため，高効率誤り訂正技

術とマルチパス伝送方式を搭載した伝送終端装置を開発しました．NHK放送技術研

究所と協力してスーパーハイビジョン（8K）映像の国際学術網による英日間伝送実

験を実施し，共用網での大規模なバーストロスに対応した映像伝送が可能なことを

確認しました．

＊ジッタ：パルス信号における立ち上がり部，あ
るいは立ち上がり部の時間位置の揺らぎ．

図１　IBCにおける8K映像IP伝送の様子 
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率誤り訂正技術の高度化，マルチパス
伝送技術を開発し，伝送終端装置へ適
用しました．本技術はすべてソフトウェ
アにより実現しており，小型PCで動作
するものです．

高効率誤り訂正技術

IP伝送の信頼性を確保するために一
番効果的な方法は，伝送時のパケット
ロスを補償することです．誤り訂正符号
として，大きなデータ単位で符号化処
理を行うことが可能なLDGM（Low-
Density Generator Matrix）符号を
利用しました．LDGMは高速で符号化・
復号が可能な特性を持っているため，大
容量な8K映像の伝送に適しています．
これまでの8K映像の国際IP伝送実験

の検証では，最大で約15 000パケット
ものバーストロスが発生していました．こ
れは回線の切り替えなどによって発生し
たと推定しています．このようなパケッ
トロスの発生自体をなくすことが重要で
す．しかし，イベント会場でのパブリッ
クビューイングのようにキャリアグレード
の専用線ネットワークが利用できない場
合には，通信品質を確保するのは難しい
のが現状です．
遅延時間とのトレードオフになります

が，一般的に誤り訂正符号は符号ブロッ
ク長を大きくすることで訂正能力を高め
ることが可能です．検証結果を踏まえ，
約15 000パケットのバーストロスに対し
ても補償できるようにするため，符号ブ
ロック長，冗長度を設定できるように設
計しました．また，パリティ行列＊を工
夫することにより，バーストロスの場合
でもランダムロスと同程度の特性を実現

しています．

マルチパス伝送技術

信頼性を高める伝送方式として，マ
ルチパス伝送機能を実装しました．マル
チパス伝送とは，送受信間のネットワー
ク上に複数の伝送経路としてトラフィッ
クを分散させる伝送方式のことです
（図２）．
例えば，同品質の回線を利用して２

つの伝送経路にトラフィックを均等に分
散すると，伝送路上で発生するパケットロ
スの回数は２倍になりますが，伝送レー
トが半分となり，回線の切り替えに起因
するパケットロス数は半分になります．
また，伝送レートが低くなることによる
伝送路での負荷も軽減することができま
す．このように伝送のリスク分散を図る
ことで信頼性を高めることができます．
さらに，複数経路を使ったマルチパス
伝送をしていて，ある経路の品質が劣化
した場合，当該IPストリームを部分的
に，徐々に通信品質の良い回線に切り

替えていくという利用方法も可能です．
例えばInternet2やGEANTではDCN
（Dynamic Circuit Network）という
帯域確保サービス(3)がありますが，切替
先のネットワークにこのようなネットワー
クサービスを活用することもできます．
通常のIP伝送では複数の伝送経路を

用意することは難しいですが，複数のア
クセス回線を同時に利用する場合や，学
術用IPネットワークを利用できる場合に
は，マルチパス伝送を実現することがで
きます．
実現したマルチパス伝送は，１つのIP
ストリームを複数の伝送経路ごとに伝送
レートを自由に配分可能です．そのため
十分な伝送帯域を確保できない場合に
複数回線を使って伝送し，受信側でま
とめることで，全体の帯域を確保して伝
送することが可能です．このとき伝送経
路が異なるため，受信側のIPパケットの

図２　マルチパス伝送方式 

伝送終 
端装置 

伝送終 
端装置 

IPネットワーク（品質良） 

IPネットワーク（品質悪） 

パケットロス 
バッファにより到着
時間の遅延差を吸収 

伝送レートの 
自由な配分 

分散数は任意に 
変更可 

＊パリティ行列：誤り検出に用いられるデータが
並んだ行列のこと．



到着時間に差が生じますが，100 msの
到着時間差を許容するように設計して
います．
１つのIPストリームを分配するだけで

なく，IPストリームの複製も可能として
います．そのため，IPマルチキャストに
よる伝送ができない場合，同一のIPスト
リームを複数の拠点へ伝送することがで
きます．

実 証 実 験

2012年４月に，Internet2 Member
Meeting 2012（Internet2会合）に
て，英米間および英日間の8K映像のIP

伝送実験を実施しました．実証実験の
ネットワークと伝送システムを図３に示
します．送信元は英国BBCであり，受
信先はInternet2会合が開催された米国
ワシントンD . C .のホテル，および日
本NHK放送技術研究所（NHK技研）
です．
Internet2会場では，8K映像のIP伝

送の誤り訂正技術の適用によるデモン
ストレーションを実施し，日本への伝送
は誤り訂正技術の適用に加えてマルチパ
ス伝送も実施しています．
実証実験では，相互接続されたベス

トエフォートの学術IPネットワーク

（JANET，GEANT，Internet2，GEM
net2，SINET）を利用しました．英日
間はIntenet2を経由した経路とSINET
を経由した経路を利用し，２ストリーム
の伝送検証を行っています．Internet2
経由のBBCとNHK技研間はルータが20
段（ネットワーク遅延は約264 ms）経
由していました．
8K映像のIPストリームの伝送レート

は300 Mbit/sであり，伝送終端装置で
20％の冗長度で符号化し，360 Mbit/s
で送受信しています．符号ブロック長は
150 000と設定しました．このような大
きな符号ブロック長により誤り訂正を主
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図３　実証実験のネットワークと伝送システム 
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とする遅延時間はコーデックの入出力を
含めて約14秒となっています．
Internet2経由のNHK技研へのIP

伝送におけるパケットロスの時間変動を
図４に示します．このとき約12時間の
測定において，ほとんどの時間帯はパ
ケットロスが発生していません．しかし
17 246パケットのバーストロスが１回発
生し，また1 000パケット以下のパケッ
トロスも20回程度発生しています．実装
した誤り訂正により，この17 246パケッ
トのバーストロスを含め，伝送実験の間
のすべてのパケットロスを補償すること
ができました．
マルチパス伝送の検証は，Internet2

経由，SINET経由の２経路で検証を実

施しました．誤り訂正の設定は冗長度
20％，符号ブロック長150 000としてい
ます．伝送経路の遅延時間差は７msの
みでしたが，６日間の検証において，
Internet2では瞬間的に最大414 ms，
SINETでは最大370 msのネットワーク
遅延が観測されています． このような
ネットワークでの伝送において，マルチ
パス伝送は通常の伝送と何ら変わりなく
伝送できることを確認しました．またそ
れぞれの経路の伝送レートの割合を
「20％：80％」「80％：20％」と変化
させても正しく受信できることを確認し
ました．

お わ り に

本実証実験は，NHK放送技術研究
所の8K映像技術を利用しました．NTT
未来ねっと研究所では，高効率誤り訂
正やマルチパス伝送等の信頼性向上のた
めの技術の研究開発を今後も進めていき
ます．
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（左から）藤井 竜也/ 小河原 成哲/ 

木村 直宏

今回開発した高信頼IP伝送技術を利用し
て，2012年のスポーツイベントでの国際
伝送を実施する予定です．

◆問い合わせ先
NTT未来ねっと研究所
メディアイノベーション研究部
TEL 046-859-2688
FAX 046-855-1284
E-mail ogawara.masanori lab.ntt.co.jp

図４　Internet2経由の伝送におけるパケットロスの時間変動 
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