
映像配信サービスの動向

近年のネットワークの高速化，およ

びスマートフォンやタブレット端末等

のモバイル端末の普及に伴い，さまざ

まなアプリケーションサービスがイン

ターネットを通じて提供されるように

なっています．特に映像配信サービス

は近年普及が顕著です．IPネットワー

ク上の映像配信サービスは，TCPで配

信されるプログレッシブダウンロード

型，ダウンロード型，およびUDP

（User Datagram Protocol）で

配信されるリアルタイムストリーム型

に大別されますが，中でも近年，プロ

グレッシブダウンロード型映像配信サー

ビスの普及が顕著であり，インターネッ

ト上の国内HTTPトラフィックの上位

約40％を占めていることが知られてい

ます．特に代表的サービスとしては

YouTubeやニコニコ動画，Hulu等の

サービスが挙げられ，インターネット上

でPC，スマートフォン，タブレット端

末向けに，動画共有や映画などのオン

デマンド配信を行っています．これら

に加えて近年では放送局各社がニュー

ス番組やアーカイブ番組の配信も行っ

ていますが，これらもプログレッシブダ

ウンロード型の配信サービスです．

NTTグループにおいても，昨年NTT

ぷららが「ひかりTVどこでも・ひかり

TVもばいる」をサービス開始，また

NTT西日本が「スカパー！オンデマン

ド」へのプラットフォーム提供・サー

ビス開始を発表しています．さらに

NTTドコモからは，「BeeTV」や

「dマーケットvideoストア」が提供さ

れています．ネットワークやサービスを

提供する事業者として，これらサービ

スの提供品質を維持・向上することは

最重要課題の１つです．例えばネッ

トワーク提供事業者の観点では，プロ

グレッシブダウンロード型映像配信

サービスはネットワークサービスのベ

ンチマークとして認知されています．つ

まりこのサービスの品質が低いとお客

さまの満足度が低下してしまうのです．

また，サービスプロバイダやプラット

フォーム提供事業者としては，コンテ

ンツの品ぞろえ，価格と並んでサービ

ス品質は差異化の大きな要因ですが，

現状ではサービスの提供品質監視や，

競合サービスとの品質比較を定常的に

実施する手段が十分ではありません．

したがってサービスの品質を正しく，効

率的に把握する技術が強く望まれてい

ます．

本技術の目標

本技術は，①定常的品質監視，②

競合他社とのサービス品質比較という

２つを実現することを目標としていま

す．①はネットワーク提供事業者が自

社のユーザが体感している品質を定常

監視できるというイメージです．これ

により，品質劣化事象の早期検知，

被疑個所切り分けの早期着手が可能

となります．②については，プログレッ

シブダウンロード型映像配信サービス

提供事業者や配信プラットフォーム提

供事業者が，競合他社サービスとの品

質比較を行うことにより，自社サービ

スへのフィードバックやサービス展開上

の意思決定に資する情報を提供するこ

とができます（図１）．

プログレッシブダウンロード型

映像配信の品質劣化要因

次にプログレッシブダウンロード型

映像配信サービスの品質劣化要因につ

いて解説します（図２）．UDP上のリ

アルタイムストリーミングでは，パケッ

ト損失の発生がブロックノイズ等の画

質劣化をもたらします（ただしFEC＊１

などの冗長設定時は，その冗長度を超

過するパケット損失が発生した場合）．
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プログレッシブダウンロード型映像配信サービス
の品質推定技術

最近はスマートフォン，タブレット端末の普及に伴い，ネットワーク上で
多様なアプリケーションが提供されており，中でも映像配信にかかわるアプ
リケーションの普及は顕著です．特に，有線に比べてパケット損失や遅延の
ばらつきが大きい傾向にあるモバイル回線上では，TCP（Transmission
Control Protocol）により配信される，プログレッシブダウンロード型の映像配
信サービスが数多く提供されています．本稿では，このプログレッシブダウン
ロード型映像配信サービスの再生品質を推定するための技術を紹介します．
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一方，TCP上で実装されるプログレッ

シブダウンロード型の場合には，TCP

の再送機能により，パケット損失発生

時に損失したパケットはサーバから再

送されます．しかし，パケット損失や

遅延のばらつきがバッファで吸収可能

なレベルを超過した場合，再生バッ

ファの枯渇により再生が停止します．

このようにプログレッシブダウンロード

型映像配信サービスの場合には，映像

＊1 FEC（Forward Error Correction）：パケッ
トやパケットシーケンスに誤り訂正の冗長
性を付与することで，ビット誤りやパケッ
ト損失発生時のクライアントにおける検
出・訂正を実現する技術．
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比較 

モバイル網１ 

ISP-１ 

インターネット 
インターネット 

図１　本技術の適用イメージ 

YouTube

インターネット 
インターネット 

ISP-１ ISP-２ 

モバイル網２ モバイル網１ 自社網 

（b）競争他社との比較（サービスプロバイダ） 

NTTサービス： 
　ヘッドエンド直下で 
　キャプチャ 
他社サービス： 
　試験端末（他社）にて 
　キャプチャ 

NTTサービス 他社 
サービス 

09:00

停
止
発
生
頻
度 

１月 ４月 ７月 10月 

サ
ー
ビ
ス
品
質 

12:00 15:00

自社回線のユーザ品質を 
定常監視 

NTTサービスと他社サー 
ビスの品質比較 

18:00 21:00 時刻 期間 

品質 
劣化 

品質 
逆転 

ネットワークプロバイダにおける定常監視イメージ サービスプロバイダにおける競合他社との比較の例 

自社網ユーザ品質推移 

NTTサービスの品質 ベンチマークサービスの 
品質（Huluなど） 

自網内の上流にて 
キャプチャ 他社網 

：監視点（＝パケットキャプチャポイント) ：監視点（＝パケットキャプチャポイント)

データ損失 データ 
損失 

図２　品質劣化要因の比較 

サーバ 

クライアント 

UDP配信 

（a）リアルタイム型映像配信 

発生する主な品質劣化現象 サービス例 

・符号化による画質低下 
・データ損失に伴うブロック歪 
・フレームスキップ等 

・再生開始待ち時間の増大 
・リバッファリングによる再生停止等 

リアルタイム型 
映像配信サービス 

プログレッシブ 
ダウンロード型 
映像配信サービス 

地デジ・BS再送信，ひかりTV等 

ひかりTVどこでも・ひかりTV 
もばいる，Hulu, BeeTV等 

データ損失 データ 
損失 

TCPによる 
再送 

品質劣化（ブロック歪等） 品質劣化（再生停止） 

サーバ 

クライアント 

TCP配信 

（b）プログレッシブダウンロード型映像配信 



の画質乱れではなく，再生停止という

かたちでの品質劣化がより顕著です．

本技術による効果

プログレッシブダウンロード型映像

配信サービスの品質監視を行ううえで

は，再生・停止の状態を把握すること

が重要です．本技術は，プログレッシ

ブダウンロード型映像配信サービスの

パケットキャプチャデータに基づき，映

像再生状態（停止時間および回数）

を推定する技術に関するものです．こ

れにより，例えばYouTube API（1）な

ど特定のアプリケーションの機能に依

存して行われていた品質推定を，アプ

リケーションや端末への追加実装を行

うことなく，任意のアプリケーションに

対して実現することができます．

具体的には，パケットキャプチャ

データを本品質推定アルゴリズムに入

力することにより，再生状態を推定し

ます（2）～（4）．

以下，本技術における再生状態推

定の概要を説明します（図３）．まず，

パケットキャプチャデータのヘッダ情

報，例えばTCP ACK（確認応答）

番号などから，各時点での端末の受信

データ量を推定します．次に，事前に

推定した端末の再生バッファモデル

（図３（a））に，上記受信データ量を入

力します．これにより，パケットキャ

プチャ開始時刻から，各時点での再生

バッファ内データ量推定値を，上記の

端末における受信量とデコードレート

に基づき逐次算出し，しきい値と比較

して再生・停止の状態を推定していき

ます（図３（b））．そして最後に，各時

刻における再生状態を出力します（図

３（c））．

以上が本技術における再生状態推定

の手順です．また上記のようにパケッ

トのヘッダ情報のみを参照して行う推

定に，ペイロード情報の解析を加える

ことにより，さらに精度向上を図るこ

とも可能です．
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図３　再生状態推定の概要 
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この再生バッファのモデルが用いる

パラメータ（例えばデコードレート，再

生開始・停止の基準とするバッファ内

データ量のしきい値等）は，一般的に

は端末のOS，アプリケーションおよび

画質種別により異なるため，事前に決

定しておく必要があります．本技術で

はキャプチャデータと再生状態を対応

付けることで，これらのパラメータをあ

らかじめ求めておきます．

本技術の確認範囲と推定精度

表は，本技術の適用を検証し，有

効性を確認したサービスの一覧を示し

ています．また推定結果の一例として，

再生状態および本技術による推定結果

の時系列を図４に示します．推定精度

については，再生・停止の状態推定値

と実状態との一致率＊２を算出し，約

92％であることを確認しています．

今後の予定

今後は，モバイルアプリケーション

における配信レートの時間変動の影響

を加味するなど，さらに高精度にユー

ザ体感品質を推定可能な技術に発展

させていく予定です．また，ユーザに

よる意図的なポーズ操作の検知や，当

該操作の時間を推定する技術について

も検討を進めています（4）．NTTネット

ワーク基盤技術研究所では今後もさま

ざまなアプリケーションを対象に品質

推定技術の研究開発に取り組んでいき

ます．
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端末における映像サービスの体感品質推
定に基づいた監視を実現することで，NTT
グループのネットワーク，サービス，そし
てプラットフォームの安定運用に貢献して
いきたいと考えています．
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図４　推定結果の一例 

＊2 一致率：推定状態と実状態の合致時間を，
視聴時間で除した値をこのように定義して
います．

表　検証済サービス一覧

有効性確認済サービス

YouTube
（本書執筆時点のWindows版除く）

ニコニコ動画

ひかりTVどこでも

スカパー！オンデマンド

dマーケット（BeeTV）

Hulu


