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はじ め に
4K/8K映像などの符号化技術の発展

や視聴者端末の高精細化に伴い，大容
量のさまざまな映像コンテンツをネット
ワーク上で配信するサービスが市場に
登場してきています．現状の映像コン
テンツ配信サービスでは，コンテンツ容
量と配信人数の積に比例するかたちで
サーバ数やネットワーク通信帯域の増

設を検討しています．しかし，コンテン
ツ容量やユーザ数の急激な増加が見込
まれる今後の市場においては，設備リ
ソースの増設にも限りがあり，ユーザの
映像コンテンツ視聴時の体感品質（QoE: 
Quality of Experience）を維持向上し，
低コストで快適なサービスを提供するに
は，従来の方法では対応が困難となっ
ていきます（図 ₁）．そのため，ユーザ
の映像コンテンツ視聴時のQoEを観測

しつつ，端末 ・ 回線種別やネットワーク
の状況に応じて配信設定を変更するな
ど，設備の利用効率 ・ 運用効率を改善
する仕組みが必要になります．

ここでは，設備拡張を抑制しつつ，
次世代の質の高いサービス提供の実現
をめざす高精細 ・ 高臨場コンテンツ配信
ネットワーク（CDN: Contents Delivery 
Network）＊1 技術について紹介します．
CDNを構築する要素技術として，ユー
ザの映像コンテンツ視聴状態を把握す
るためのQoE可視化技術，ユーザの利
用形態や利用状況に合わせて配信方法
を最適化するQoE制御技術，大規模な
ライブ映像を効率的かつ安定的に配信
するリアルタイム大容量配信技術，これ
らの技術を活用して柔軟に配信制御を
行うマニフェスト制御技術について紹介
します．

QoE可視化技術
ユーザにとって快適な映像コンテンツ

配信サービスを提供するには，ユーザ
の映像コンテンツ視聴時のQoEを把握
し，それに応じて最適な配信制御を行

＊1	 CDN：コンテンツ配信を目的としたネット
ワーク．ここでは映像コンテンツを配信する
ネットワークを指します．
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図 １ 　既存CDNにおける大容量 ・ 大規模化
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NTTでは近年の映像コンテンツ配信サービスにおける高精細化と需要拡大に対応
するため，コンテンツ配信事業者，通信事業者のサーバ配備や通信ネットワークの
最適化と新たな配信制御による技術を開発しています．ここでは，高精細 ・ 高臨場
の 映 像 コ ン テ ン ツ を 経 済 的 に 高 品 質 で 配 信 す るCDN（Contents Delivery 
Network）技術を紹介します．

† 1 † 1 † 1 † 1 † 2 † 2
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CDN QoE制御 マルチキャスト変換
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う必要があります．そのため，QoEを可
視化する技術が重要になります．近年の
映像コンテンツ配信サービスでは，あら
かじめ分割した映像データ（セグメント
ファイル ・ チャンク）を逐次ダウンロー
ドしてクライアントのバッファに蓄積し
ながら映像コンテンツを再生するHTTP
ストリーミング方式＊ 2を採用し，視聴ク
ライアントが通信環境に合わせて，ユー
ザのQoEが損なわないように画質（符
号化ビットレート）やダウンロードタイ
ミング（ペーシング）を動的に調整する
ABR（Adaptive Bit Rate）方式が広く
利用されるようになっています．しかし，
大きな通信環境の劣化が生じた場合は，
ABR動作で吸収できず，バッファ内の
データが枯渇して再生が一時的に中断
する事象（リバッファリング）が発生し，
QoEが低下します．このようなABRに
よる視聴クライアントの自律的な動作に
加え，配信サーバ側の制御，さらに多
種多様なデバイスや回線が存在するこ
とから，QoEを可視化することは難しく
なっています．

QoE可視化技術は，ABR方式の映像
コンテンツ配信サービスのQoEを定量化
可能なNTT研究所提案の推定モデル（1）

を用いてQoEを可視化します．具体的
には，ユーザが映像コンテンツを受信す
るクライアントに，映像 ・ 音響の符号化
ビットレート，映像の解像度 ・ フレーム
レート，リバッファリング等の情報を収
集する機能を具備し，ユーザの映像コ
ンテンツ視聴時に収集した情報をQoE
推定モデルに入力することで，QoEの
可視化を実現します．なお，NTT研究
所提案モデルではQoE推定が可能な映
像コンテンツは，画面解像度がフルハイ
ビジョン（横1920×縦1080）以下であり，
4K/8K映像等の高解像度の映像コンテ
ンツのQoE推定技術については研究開
発が進められています．

QoEを可視化することで，ユーザから
の品質に関する申告に対して，迅速に
状況把握や原因分析などの対応が可能
となります．また，コンテンツ配信依頼
主に対して，可視化した情報をサービ

ス提供状態の根拠データとして提供す
ることも可能となります．

QoE制御技術
映像コンテンツ配信サービスでは，映

像コンテンツ配信時の品質を保ちたい
というニーズと，配信時に発生するトラ
フィックコストを抑えたいというニーズ
が，ユーザおよびコンテンツ配信事業
者の双方に存在します．ユーザは，映
像コンテンツの品質が低すぎれば不満
を感じますが，品質が必要以上に高す
ぎるとトラフィック量が増加して通信料
も増加するため，ある程度の品質を保ち
ながらトラフィック量を削減する必要が
あります．また，コンテンツ配信事業者
も，コンテンツ容量やユーザ数の急激な
増加に備えて，ユーザが不満を感じな
い範囲でトラフィック量を削減する必要
があります．これらのニーズに対応する
ため，品質と発生するトラフィック量の
バランスを意図したとおりに制御する技
術がQoE制御技術です．

QoE制御技術は，ビットレートとQoE
の持つ関係性を利用して上記のバラン
スを制御します．トラフィック量（平均
ビットレート）とQoE〔推定MOS（Mean 
Opinion Score）＊ 3 〕の関係性を図 ₂に
示します．この図から分かるように，
QoEを4.2から4.8まで向上させるために
は，1 Mbit/sから3.4 Mbit/sと 3 倍以上

ビットレートを向上させる必要がありま
す．このように，QoEが高い領域におい
ては，ビットレートが 3 倍になったとし
ても飛躍的にQoEが向上するわけでは
ありません．このようなQoEの特性を利
用し，QoE制御技術では，事業者やユー
ザに応じてQoEの目標値を設定し，その
目標値を満たす最低限のQoEになるよ
うに映像コンテンツのビットレートを制
御することで，必要以上の品質とトラ
フィックの発生を防ぎます．さらに，同
じQoEを達成する場合でも，最適化計
算を行うことで，発生するトラフィック
量がもっとも低くなるビットレートを選
択します．

本技術を利用することで，配信事業
者やユーザが要求するサービス品質を
満たしつつトラフィックコストを最小限
に削減する映像配信サービスを実現す
ることができます．そのため，体感品質
を保ったまま，ネットワーク負荷を大幅
に削減することも期待されます．本技術
は2017年度，NTTぷららのスマートフォ

＊2	 HTTPストリーミング方式：特殊な映像サー
バを用いることなく，通常のHTTPサーバを
利用してライブ・オンデマンド映像配信を
実現する方式であり，HLS（HTTP	Live	
Streaming）やMPEG-DASH（Dynamic	
Adaptive	Streaming	 over	HTTP）が広く普
及しています．

＊3	 MOS：評価対象系（音声や映像メディア等）
に対して人間が主観的に感じる品質を，
ITU-T勧告P.₈00に規定される「オピニオン
評価」によって定量化した値を意味します．

QoEとトラフィック量のバランスを制御する動画配信技術

QoEとビットレートの関係性
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図 2 　QoE制御技術
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ン向け映像配信サービスを用いて実証
実験を行い，実サービスにおいても効
果を確認できています．

リアルタイム大容量配信技術
リアルタイム大容量配信技術は，大

規模なライブ ・ リニア映像の効率的か
つ安定的な配信を実現する技術です．
通常の映像配信では，配信サーバと端
末間はHTTPベースのユニキャストで
す．この場合，人気コンテンツのライブ
配信等のリアルタイム大容量配信では
視聴要求が集中しやすいため，配信サー
バおよびネットワーク等の設備の負荷が
大幅に増大し，設備が負荷に耐えられ
ずライブ映像等の品質に大きな劣化を
引き起こすおそれがあります．リアルタ
イム大容量配信技術では，配信サーバ
および端末はHTTPベースのユニキャス
トのまま，ネットワーク区間のみマルチ
キャスト＊ 4で配信し，同一映像コンテン
ツの重複配信を回避することで，配信

事業者のサーバ等を含む設備利用効率
の向上と安定配信を実現します（図 3）．

具体的には，配信サーバからのネット
ワーク入口にエッジサーバ（上位）を設
け，ユニキャストからマルチキャストへ
トラフィックを変換し，一方の端末へ接
続するネットワークの出口に複数のエッ
ジサーバ（下位）を設け，マルチキャス
トからユニキャストへ変換します．エッ
ジサーバ（上位）とエッジサーバ（下位）
間はマルチキャストで映像コンテンツを
転送します．ここで，データコピーを，
従来のようにサーバの能力に頼ることな
く，ネットワーク内のマルチキャストに
対応したルータにおいて行うことによ
り，効率的な配信を実現します．また，
同一の映像コンテンツであれば，配信
サーバからエッジサーバ（上位），およ
びエッジサーバ（上位）からエッジサー
バ（下位）のトラフィックは同時に視聴
するユーザ数によらず 1 つのストリーム
となることで，ユニキャストのみの場合

に比べ，視聴するユーザ数分の 1 へ大
幅にトラフィックを低減することができ
るとともに，各ユーザに安定して高品質
な映像を配信できます．さらに従来のマ
ルチキャストを使ったシステムでは，配
信サーバや端末をマルチキャストに対
応する必要がありましたが，本技術では
配信サーバや端末は従来のHTTPベー
スのシステムを使えるため，映像配信事
業者やユーザにとって機器導入や設置
負担の軽減を図ることが可能です．

マニフェスト制御技術
QoE制御やリアルタイム大容量配信

では，ユーザの映像コンテンツ配信要
求や配信状態に応じて，柔軟に配信制
御を行う必要があり，それを実現する技
術がマニフェスト制御技術です．

ユーザの映像コンテンツの視聴要求
時は，クライアントが映像コンテンツの
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ユニキャスト（映像）
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（ユーザごと）

図 3 　ユニキャスト ・ マルチキャスト変換技術

＊4	 マルチキャスト：１つのデータを特定の端末
やスイッチに同時に送信すること．
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ファイルを要求します．その際，多くの
HTTPストリーミング方式は，マニフェス
トファイル〔HLSのプレイリスト，MPEG-
DASHのMPD（Media Presentation 
Description）〕を利用します．このマニ
フェストファイルには，映像コンテンツ
がどのような画質でどのようにセグメン
トファイルとして分割され，どこへセグ
メントファイルを要求すべきかが記載さ
れています（2）．マニフェスト制御技術は，
クライアントがマニフェストファイルを
要求する際に，識別情報を合わせて送
信することにより，クライアントに応じ
て動的に生成して応答するマニフェスト
制御方式により効率的な配信制御を実
現します（図 4）．具体的には，マニフェ
スト制御技術により，コンテンツ出し分
け，選択可能画質の制限，特定の映像
区間（広告など）で専用サーバへ誘導，
キャッシュの分散配置，負荷分散などの
さまざまな制御を柔軟に実現できます．

従来は，ユーザの映像コンテンツ視
聴時に，DNS（Domain Name System）
に問い合わせ，映像コンテンツファイル
のダウンロード先を振り分けていました

（DNS方式）．しかし，問い合わせたクライ
アントをISP（Internet Service Provider）

単位等の大まかな単位でしか識別でき
ず，また， DNS変更の浸透にも時間が
かかり，負荷分散等においては，迅速
な対応ができない，マニフェスト制御ほ
ど細かい粒度での制御はできない等の
デメリットがありました．そこで，マニ
フェスト制御にDNS方式を組み合わせ
ることで，拡張性を確保しつつ細かな
制御が実現できるようにしました．

今後の展開
今回の映像コンテンツ配信の技術検証

を踏まえて， 4K/8K映像などの符号化技
術の発展や視聴者端末の高精細化を支
える配信基盤技術として，今後さらに必
要となる技術の確立を進めていきます．
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図 4 　マニフェスト制御技術
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