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マルチキャストコンバータを用いた
オーバーレイマルチキャストによる
効率的な高画質映像配信の実現

The Realization of Efficient Delivering High Quality Video
with Overlay Multicast Network Constructed by The Multicast Converter

楠田 友彦
KUSUDA Tomohiko

1. はじめに

2. インターネットにおける
　 高画質映像配信の課題

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　本稿では、我々が研究開発を行っているインターネットにおいて高画質映像を効率的に配信するための映像配

信プラットフォームシステムの概要とそれによって得られる利点について述べる。

　高画質な映像はデータ量が多いため、インターネットでこのデータを配信するためには膨大なネットワーク帯域が

必要となり、設備や通信などに関わるコスト負担が大きくなるという課題がある。

　映像配信プラットフォームシステムは、この課題を解決するためのものである。本システムでは、我々が開発した

マルチキャストコンバータを用いて構築したマルチキャスト転送用のオーバーレイネットワークを利用する。オーバー

レイネットワークの途中経路で映像データを複製して配信することにより、ユニキャストと比べてトラヒック量を抑制

することができる。

特
集
2

特
集
2

特
集
2

　高画質映像は、文字や静止画像を利用することが主流だっ

た従来のソリューションに大きな変革をもたらす可能性を秘

めている。なぜなら、映像には、文字や静止画像では伝えら

れなかったインパクトや説得力があるからである。新聞とテ

レビの違いは、まさにその典型的な例である。我々は、近い

将来、インターネットを活用したありとあらゆるビジネス分

野に対するソリューションに、高画質な映像配信を組み合わ

せることが重要になっていくと考えている。

　我々が開発した映像配信プラットフォームシステムを利用

することで、高画質映像の効率的な多地点同時配信を実現で

きる。例えば、スーパーマーケットなどにおける実演販売に本

システムを適用した場合、販売者は、センター拠点においてこ

れまでと同様の実演を行い、その模様を高画質映像にて複数の

スーパーマーケットに同時に配信することで、効率的な宣伝を

行うことができる。

　本稿では、上記システムについて述べる。第２章では、研究

によって解決すべき映像配信の課題について述べる。第３章で

は、第２章で述べる課題を解決する一つの方法であるマルチキャ

ストについて説明する。ただし、現状では、マルチキャストに

は多くの課題があり、実用化が困難である。第３章では、この

課題についても言及する。第４章では、マルチキャストの利点

を活用した映像配信プラットフォームシステムについて説明する。 図１  トラヒック推移

　本章では、インターネットにおいて高画質な映像を配信する

ことに関する課題を整理する。高画質映像を配信するためには、

非常に広いネットワーク帯域を必要とするため、映像配信事業

者やインターネットサービスプロバイダ（以下、ISP）の運用

に大きな負担となるという課題がある。

2.1 インターネットを取り巻く環境
　昨今、インターネット上でやり取りされるトラヒック量が爆

発的に増加している。総務省の調査 (図1、[1]) によると、２００８年

５月の時点における日本国内での1秒平均のダウンロードトラ

ヒック総量は約８７９.６Gbpsと推定され、1年間で約１.２倍となっ

ている。

　トラヒック急増の要因のひとつには、YouTubeなどの動画

投稿サイトに代表される映像配信によるトラヒックが影響して

いると見られる。これは、トラヒックが急増し始めた２００６年

５月が、YouTubeが日本で普及し始めた時期(1)と重なっている

ためである。この時期と比較して、２００８年５月のトラヒック

量は、約１.７倍になっている。

　もうひとつの大きな要因として、FTTH（Fiber To The Home）

の急速な普及が挙げられる。FTTHは、光ファイバを一般家庭

まで直接引き込んだアクセス回線サービスであり、上り下りと

もに最大で１００Mbpsの広帯域なインターネット常時接続環境

を提供するものである。総務省によると、２００８年６月末の時

点での日本国内におけるFTTHの契約数は１,３０８万件に上り、

初めてDSLの契約数を上回った。このことは、改めて、本格

的なFTTH時代を迎えたことを印象付けた。

2.2  高画質映像配信の課題
　HDTV(2)をインターネットで伝送するためには、映像のエン

コード方式にも依存するが、1ストリーム当たり１０～２５Mbps

程度のネットワーク帯域が必要になる。現状、YouTubeで提

供される動画のビットレートが、数百Kbps程度であることを

考慮すると、今後、我々がターゲットと考えるHDTVが主流

となった場合に、映像配信によるトラヒック増加がさらに急進

することが予想される。

　こうしたトラヒックの急増は、インターネットのバックボーン

を形成するISPの運用に大きな負担をかける。ISPの運用は、

現状のトラヒック量で既に限界に近い状態にある。これは、

過度の値下げ競争によって安価になりすぎたインターネット

接続料金では、跳ね上がるインフラの維持コストをカバーし

きれなくなっているためである。料金の値上げや従量制への

移行は、競合他社へのユーザ流出を招くため、容易に実行で

きない。数年前から話題になっている「インフラただ乗り論」

や「ネットワークの中立性」といった議論がISPの厳しさを如

実に物語っている[２]。HDTVが主流となった場合、更なる設

備投資が必要となり、負担増に拍車をかけることになる。

　一方、映像サービスを提供する事業者にしても、膨大なト

ラヒックを配信するためのサーバ設備のコストやISPへの接続

費は大きな負担になる。２５MbpsのビットレートのHDTVを

配信するとした場合、高々、４０ユーザに配信するだけで

1Gbpsのネットワーク帯域を占有することになる。映像サー

ビス事業者が ISPやデータセンターから1Gbpsの占有回線を

借りる場合、月額２５０～３００万円の費用が発生する[３]。この

費用負担をユーザに転嫁した場合、HDTVを配信するメリッ

トは失われてしまう。

3. マルチキャスト
　本章では、マルチキャストの技術概要と課題について説明

する。マルチキャストは、前述の映像配信に伴うトラヒック

増加の課題を解決する技術として注目されているが、利用す

るためには解決しなければならない課題も多い。

3.1 マルチキャスト
　マルチキャストとは、同一のデータを一つの送信元から複

数の宛先に同時配信する一対多の通信方式であり、インターネッ

トで一般に利用されている一対一の通信方式であるユニキャ

ストを利用するよりも効率的なデータ配信を実現するもので

ある[４][５]。

　ユニキャストでは、複数の宛先に同一のデータを届ける場合、

送信元でそれぞれの宛先に対して個々のデータを用意して送

信する必要がある。そのため、宛先が多くなればなるほど、

送信しなければならないデータ量もそれに比例して増大する。

その結果、送信元の処理負荷が高まり、必要なネットワーク

帯域も広くなる。

　一方、マルチキャストの場合、送信元からはデータを一つ

だけネットワークに送信するだけでよい。データは、ネットワー

クの適切な位置で複製されて複数の宛先に届けられる。途中

で複製することによって、ネットワーク全体に流通するデー

タの総量を抑制することができる。

　マルチキャストによる通信を行うためには、送信元、宛先

の端末はもちろんのこと、ネットワークを構成するルータも

マルチキャストに対応している必要がある。マルチキャスト

に対応したルータ（マルチキャストルータ）は、データを複

製する機能と配信経路を制御する機能を持つ。

　ルータは、データをマルチキャストかユニキャストのどち

らの通信方式で処理すべきかを、パケットの宛先アドレスによっ

て判断する。IPの仕様では、アドレス値の範囲がユニキャス

ト用とマルチキャスト用で明確に区分けされており、アドレ

スの値によってどちらであるか判断できるようになっている。

ただし、宛先アドレスの意味は、両者で異なる。ユニキャス

トでは、通信相手のネットワーク上の位置を一意に特定する

識別子として利用する。それに対して、マルチキャストでは、

チャンネルを一意に特定する識別子として利用する。

　本稿では、宛先アドレスがマルチキャスト用のアドレスで

あるパケットをマルチキャストパケット、宛先アドレスがユ

ニキャスト用のアドレスであるパケットをユニキャストパケッ

トと呼ぶ。

　また、パケットの配信方法も異なっている (図２)。ユニキャ

ストの場合は、宛先アドレスによって受信者の位置が一意に

特定されるため、ネットワーク側ではその情報をもとにパケッ

トを宛先まで転送することができる。しかし、マルチキャス

トの場合、宛先アドレスはチャンネル情報を示しているだけ

であり、どこに送り届ければよいかわからない。そこで、マ

ルチキャストでは、データを受信したいユーザが、IGMP（Internet 

Group Management Protocol）というプロトコルを使用し

て、LAN上のマルチキャストルータに受信したいマルチキャ

ストアドレスの情報をリクエストするようになっている[６][７]。

このリクエスト情報は、マルチキャストの経路制御プロトコ

ルによってネットワーク内に伝播されるので、各マルチキャ

ストルータは、どこに受信希望のユーザが存在するか認識す

ることができる。

　マルチキャストによる映像配信の概念は、一般的なテレビ

放送と似ている。両者とも、配信者側からあらかじめ決めら

れたチャンネルに映像を配信し、ネットワークを経由して複

数の受信者のところまで送り届ける仕組みになっている。テレ

ビ放送の場合は、チャンネル＝周波数帯であり、ネットワーク

＝親局・中継局から構成される電波ネットワークである。一方、

マルチキャストの場合は、チャンネル＝マルチキャストアドレ

スであり、ネットワーク＝マルチキャストルータから構成され

るパケットネットワークである。

3.2  マルチキャストの課題
　前述の通り、マルチキャストを利用すれば、放送型による映

像配信を効率的に行うことができる。ところが、現状のインター

ネットでは、マルチキャストを利用することができない。これ

は、インターネットを構成するルータが、マルチキャストに未

対応であるためである。正確には、マルチキャストの機能自体

はほとんどのルータに実装されているものの、機能を無効にし

て運用されている。そのため、インターネットにマルチキャストパ

ケットを送信した場合、処理されずに途中で廃棄されてしまう。

　こうした現状には、いくつかの要因が考えられる。以下に主

だったものを列挙する。

●  技術者の問題

　　現状では、マルチキャストを運用できる技術者が少ない。

マルチキャストネットワークを運用するには、ユニキャス

トネットワークの運用とはまったく異なる技術が必要であ

る。

●  経路制御プロトコルの問題

　　組織間における経路制御プロトコルのデファクトスタン

ダードが確立していない。そもそも、インターネット全域

をカバーするだけのスケーラビリティを持つ経路制御プロ

トコルが存在していないことが問題である。

●  安定性の問題

　　ユニキャストと比較して枯れた技術ではなく、ルータの

処理負荷も高いため、少なからずルータの動作に不具合が

発生する恐れがある。ユニキャストとマルチキャストの設

備が共用である場合、マルチキャストに起因する不具合に

よって、最優先であるユニキャストサービスにまで悪影響

が及ぶため、ISPの立場からは導入に慎重にならざるを得

ない。

●  普及の問題

　　マルチキャストで通信を行うには、エンドツーエンドの

伝送路の間に介在するすべてのルータがマルチキャストに

対応し、適切な経路制御が行われなければならない。その

ため、すべての環境においてマルチキャスト通信ができる

ようになるには、長い時間を要すると思われる。

図２  マルチキャストの概要

4. オーバーレイマルチキャストを
　 利用した映像配信プラットフォーム

図３  システム構成 図４  映像配信の流れ
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　本章では、我々が研究開発したマルチキャスト用のオーバー

レイネットワークをベースとした映像配信プラットフォーム

システムについて説明する。本システムを利用することで、

インターネット上でマルチキャストを有効に活用し、効率的

な映像配信を実現することができる。

　オーバーレイネットワークとは、あるネットワーク上に仮

想的に構築された用途や目的の異なるネットワークを指す。

インターネットVPN (仮想プライベートネットワーク) は、オー

バーレイネットワークの代表的なものであり、インターネッ

トという広く開放されたネットワーク上に、閉じられた仮想

的なネットワークを構築することで、利用者間の安全な通信

を実現するという目的を果たしている。

4.1  システム構成
　まず、映像配信プラットフォームシステムの全体構成を図３

に示す。システムの基幹部分は、我々が開発したマルチキャ

ストコンバータ (以下、コンバータ) と汎用的なマルチキャス

トルータから構成される。マルチキャストルータは、データ

センターなどのインターネットに高速な回線で接続されてい

る拠点に設置する。コンバータは、Webのプロキシサーバの

ように、アクセス系 ISPや企業などのユーザに近いネットワー

クの内部に設置する。また、送信側である配信事業者のネット

ワークにも設置する必要がある。説明の便宜上、配信事業者に

設置するコンバータを送信側コンバータ、ISPに設置するコン

バータを受信側コンバータと呼ぶが、実際のコンバータは送受

信両方の機能を併せ持っている。

　これに加え、映像を IP配信するための送信サーバ、及び、

その映像を受信・再生するための受信クライアントが必要とな

る。送信サーバは、送信側コンバータを利用し、受信クライアン

トは、受信側コンバータを利用する。送信サーバと受信クライ

アントは、本システム専用である必要はなく、様々なベンダか

ら提供されている映像送受信システムを利用することができる。

ただし、受信クライアントには、我々が開発した受信制御ツー

ルをインストールする必要がある。

4.2  コンバータ
　送信側コンバータは、ユニキャストパケットをマルチキャス

トパケットに変換する機能を持つ。受信側コンバータは、逆に、

マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換する機

能を持つ。つまり、コンバータとマルチキャストルータの間で

はマルチキャストを利用し、コンバータと送信サーバ、受信ク

ライアントの間はユニキャストを利用する。

　受信側コンバータは、パケットの変換に加えて、パケットを

複製する機能も兼ね備える。これは、配下の複数の受信クライ

アントにデータを配信するためである。

4.3  マルチキャストルータとコンバータの接続
　マルチキャストルータとコンバータの間の接続には、トンネ

リング技術を利用する。トンネリングとは、ネットワーク的に

離れた２点間に論理的な回線を確立するための技術で、両者間

をダイレクトに接続しているように見せることができる。トン

ネリングによる論理回線を確立することで、マルチキャストに

対応していないユニキャストルータを透過してマルチキャスト

パケットを２点間で交換することが可能になる。

　トンネリングの仕組みは次のとおりである。まず、論理回線

の始点から、転送したいマルチキャストパケットを、宛先アド

レスを論理回線の終点のアドレスに設定したユニキャストパケッ

トに格納して送信する。パケットを中継するユニキャストルー

タでは、特別な処理は不要であり、通常のユニキャストの仕組

みに従い、パケットの宛先アドレスを参照して転送する。パケッ

トはバケツリレーでユニキャストネットワークを転送され、論

理回線の終点に送り届けられる。終点では、受信したユニキャ

ストパケットの中に格納されたマルチキャストパケットを取り

出す。

　この仕組みは、原理的には、宅配便で送る荷物の中に、別の

荷物を格納して送ることに似ている。宅配事業者は、外側の荷

物の荷札を見て宛先に送り届ければよく、中に別の荷物が格納

されていることを意識する必要はない。

　トンネリングを実現する技術はいくつかあるが、本システム

では、GRE (Generic Routing Encapsulation) を採用した

[８]。GREは、IETF(3)においてRFC２７８４として国際的に公開

されている技術であり、多くのルータで実装済みであることが

採用の理由である。

4.4  映像配信の流れ
　次に、システムによる映像配信の流れを説明する。ここでは、

説明を簡潔にするために、1台のマルチキャストルータに２台

のコンバータが収容されている構成とし、一方のコンバータを

送信側、もう一方を受信側とする。(図４)

受信クライアント⇒受信側コンバータ

　　受信クライアントは、受信希望のマルチキャストアドレス

の情報を含むリクエストパケットを受信側コンバータに送信

する。このリクエストには、通常のマルチキャストと同様に

IGMPを利用する。ただし、通常のマルチキャストでは、

IGMPパケット自体をマルチキャストで送信するが、本シス

テムでは、受信側コンバータを宛先としたユニキャストで送

信する。

　　受信側コンバータは、IGMPパケットを受信した際に、

IGMPパケットの送信元アドレス（＝受信クライアントのア

ドレス）とリクエストされたマルチキャストアドレスの対応

表を作成する。

受信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　　受信側コンバータは、受信クライアントからのリクエスト

受信をきっかけに、マルチキャストルータに IGMPによるリ

クエストを送信する。ここでは、IGMPパケットはマルチキャ

ストで送信する。こうすることで、マルチキャストルータに

は、特別な拡張が不要になり、通常のマルチキャストの場合

と同様の処理を行えばよいことになる。

　　マルチキャストルータは、どの回線から IGMPパケットを

受信したかを記憶し、その回線とリクエストされたマルチキャ

ストアドレスの対応表を作成する。

送信サーバ⇒送信側コンバータ

　送信サーバは、送信側コンバータの指定UDPポートに向

けて、映像パケットをユニキャストで送信する。

送信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　送信側コンバータは、指定のUDPポートに受信した映像

パケットの宛先アドレスを、そのUDPポートに対応するマ

ルチキャストアドレスに付け替えて、上流のマルチキャスト

ルータに転送する。

　変換の事前準備として、UDPポート番号とマルチキャス

トアドレスの対応付けを設定する必要がある。送信側コンバー

タは、UDPポートにパケットを受信した際に、この対応付

けを参照して変換処理を行う。

マルチキャストルータ⇒受信側コンバータ

　マルチキャストルータは、送信側コンバータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、IGMPパケットを受

信した際に作成したアドレスと回線の対応表を照合する。ア

ドレスが合致した場合、映像パケットを対応する回線上に転

送する。

受信側コンバータ⇒受信クライアント

　受信側コンバータは、マルチキャストルータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、受信クライアントか

ら IGMPパケットを受信した際に作成した対応表のマルチキャ

ストアドレスを照合する。アドレスが合致した場合、映像パ

ケットの宛先アドレスを、受信クライアントのアドレスに付

け替えてユニキャストで送信する。映像パケットは、パケッ

トの宛先アドレスの情報に従ってネットワーク上を転送され、

受信クライアントまで送り届けられる。

　あるマルチキャストアドレスに対して、複数の受信クライ

アントからリクエストを受信していた場合、受信側コンバー

タで映像パケットを複製し、それぞれの受信クライアント宛

てに個別に映像パケットをユニキャストで送信する。

4.5  映像配信プラットフォームの利点
　以下に、本システムの主だった利点を列挙する。

●  映像配信に関わるコストを低減できる

　　配信事業者の立場では、送信するトラヒック量が抑制さ

れるため、ISPへの接続費や送信サーバの設備費を低減す

ることができる。ISPの立場では、配信事業者から流入し

てくるトラヒック量が抑制されるため、それを伝送するた

めの通信機器の設備コストを抑制できる。

●  多様なデータを伝送できる

　　本システムは、基本的にUDPパケットを複製配信する

ためのものであるため、UDPパケットであれば格納され

ているデータは何でも構わない。そのため、任意のエンコー

ド形式の映像データを伝送することが可能である。それ

ばかりか、映像以外のデータ伝送にも適用可能である。

●  既存のマルチキャストの仕組みや装置を利用して基幹ネッ

トワークを構成することができる

　　本システムの基幹部分は、汎用のマルチキャストルー

タを用いて構築するため、拡張性に優れている。各ベン

ダから提供されているルータの中から最適なものを選択し、

ネットワークを構築することができる。また、将来的に

インターネットがマルチキャストに対応した場合、本シ

ステムは、シームレスに接続することが可能である。

4.6  映像配信プラットフォームの課題
　以下に、本システムの主だった現状の課題を列挙する。

●  NAT (Network Address Translation) 環境下のクライ

アントへの配信

　　本システムにてNAT環境下のクライアントに映像を配

信する場合、NATルータにアドレスの対応付けを静的に

設定する必要がある。

　　HTTPベースの映像配信の場合、NATルータの内側の

クライアントから外側のサーバに対してHTTPセッション

のリクエストを開始することで、このセッションに関す

るアドレスの対応付けを動的に作成することができる。

しかし、本システムの場合、NATルータは、クライアン

トからのIGMPパケットとコンバータからの映像パケット

を、それぞれが独立のものであると認識するため、アド

レスの対応付けを動的に作成することができない。

　　この問題は、UDPベースのアプリケーションに共通の

課題であり、本システムにも同じ解決策を適用すること

ができる。具体的には、UPｎP (Universal Plug and 

Play)[9]、STUN (Session Traversal Utilities for 

NAT)[10]、RSIP (Realm Specific IP)[１１]などの技術

を利用することで解決することが可能である。

●  ユーザ認証・認可による限定配信

　　現状、特定のユーザのみに特定のチャンネルを限定的

に配信する仕組みがない。そのため、有料コンテンツの

配信などに適用することが困難である。

　　この問題に関しては、リクエストの IGMPパケットに認

証に関する情報を付加することによって解決することが可

能であると考えられる。

●  配信経路の冗長化

　　クライアントは、IGMPパケットの宛先であるコンバー

タを静的に指定する仕組みになっている。そのため、指定

したコンバータに障害が発生したとしても、指定コンバー

タに対して IGMPパケットを送信し続けることになり、映

像の受信を継続することができなくなってしまう。

　　この問題を解決するためには、コンバータの状態を把握

し、IGMPパケットの送信先を適切に制御する仕組みを導

入する必要がある。

5. おわりに
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配信することができることを示した。今後は、富山 IX（Int-
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我が国のブロードバンド契約者のダウンロードトラヒック総量は推定で880Gbps。
この1年で約1.2倍（21.9%増）となった。
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（1）YouTubeの普及時期：2005年12月サービス開始。日本では、2006年3月頃から普及し始めた。
（2）HDTV (High Definition TeleVision)：走査線数が1125本以上であり、画面のアスペクト比が16:9である高精細な映像。

（3）IETF (Internet Engineering Task Force)：インターネットで利用される技術の国際標準を策定している組織。IETFが標準化した技術は、RFC (Request For Comment) と呼ばれる技術文書で公開される。
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マルチキャストコンバータを用いた
オーバーレイマルチキャストによる
効率的な高画質映像配信の実現

The Realization of Efficient Delivering High Quality Video
with Overlay Multicast Network Constructed by The Multicast Converter

楠田 友彦
KUSUDA Tomohiko

1. はじめに

2. インターネットにおける
　 高画質映像配信の課題

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　本稿では、我々が研究開発を行っているインターネットにおいて高画質映像を効率的に配信するための映像配

信プラットフォームシステムの概要とそれによって得られる利点について述べる。

　高画質な映像はデータ量が多いため、インターネットでこのデータを配信するためには膨大なネットワーク帯域が

必要となり、設備や通信などに関わるコスト負担が大きくなるという課題がある。

　映像配信プラットフォームシステムは、この課題を解決するためのものである。本システムでは、我々が開発した

マルチキャストコンバータを用いて構築したマルチキャスト転送用のオーバーレイネットワークを利用する。オーバー

レイネットワークの途中経路で映像データを複製して配信することにより、ユニキャストと比べてトラヒック量を抑制

することができる。

特
集
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　高画質映像は、文字や静止画像を利用することが主流だっ

た従来のソリューションに大きな変革をもたらす可能性を秘

めている。なぜなら、映像には、文字や静止画像では伝えら

れなかったインパクトや説得力があるからである。新聞とテ

レビの違いは、まさにその典型的な例である。我々は、近い

将来、インターネットを活用したありとあらゆるビジネス分

野に対するソリューションに、高画質な映像配信を組み合わ

せることが重要になっていくと考えている。

　我々が開発した映像配信プラットフォームシステムを利用

することで、高画質映像の効率的な多地点同時配信を実現で

きる。例えば、スーパーマーケットなどにおける実演販売に本

システムを適用した場合、販売者は、センター拠点においてこ

れまでと同様の実演を行い、その模様を高画質映像にて複数の

スーパーマーケットに同時に配信することで、効率的な宣伝を

行うことができる。

　本稿では、上記システムについて述べる。第２章では、研究

によって解決すべき映像配信の課題について述べる。第３章で

は、第２章で述べる課題を解決する一つの方法であるマルチキャ

ストについて説明する。ただし、現状では、マルチキャストに

は多くの課題があり、実用化が困難である。第３章では、この

課題についても言及する。第４章では、マルチキャストの利点

を活用した映像配信プラットフォームシステムについて説明する。 図１  トラヒック推移

　本章では、インターネットにおいて高画質な映像を配信する

ことに関する課題を整理する。高画質映像を配信するためには、

非常に広いネットワーク帯域を必要とするため、映像配信事業

者やインターネットサービスプロバイダ（以下、ISP）の運用

に大きな負担となるという課題がある。

2.1 インターネットを取り巻く環境
　昨今、インターネット上でやり取りされるトラヒック量が爆

発的に増加している。総務省の調査 (図1、[1]) によると、２００８年

５月の時点における日本国内での1秒平均のダウンロードトラ

ヒック総量は約８７９.６Gbpsと推定され、1年間で約１.２倍となっ

ている。

　トラヒック急増の要因のひとつには、YouTubeなどの動画

投稿サイトに代表される映像配信によるトラヒックが影響して

いると見られる。これは、トラヒックが急増し始めた２００６年

５月が、YouTubeが日本で普及し始めた時期(1)と重なっている

ためである。この時期と比較して、２００８年５月のトラヒック

量は、約１.７倍になっている。

　もうひとつの大きな要因として、FTTH（Fiber To The Home）

の急速な普及が挙げられる。FTTHは、光ファイバを一般家庭

まで直接引き込んだアクセス回線サービスであり、上り下りと

もに最大で１００Mbpsの広帯域なインターネット常時接続環境

を提供するものである。総務省によると、２００８年６月末の時

点での日本国内におけるFTTHの契約数は１,３０８万件に上り、

初めてDSLの契約数を上回った。このことは、改めて、本格

的なFTTH時代を迎えたことを印象付けた。

2.2  高画質映像配信の課題
　HDTV(2)をインターネットで伝送するためには、映像のエン

コード方式にも依存するが、1ストリーム当たり１０～２５Mbps

程度のネットワーク帯域が必要になる。現状、YouTubeで提

供される動画のビットレートが、数百Kbps程度であることを

考慮すると、今後、我々がターゲットと考えるHDTVが主流

となった場合に、映像配信によるトラヒック増加がさらに急進

することが予想される。

　こうしたトラヒックの急増は、インターネットのバックボーン

を形成するISPの運用に大きな負担をかける。ISPの運用は、

現状のトラヒック量で既に限界に近い状態にある。これは、

過度の値下げ競争によって安価になりすぎたインターネット

接続料金では、跳ね上がるインフラの維持コストをカバーし

きれなくなっているためである。料金の値上げや従量制への

移行は、競合他社へのユーザ流出を招くため、容易に実行で

きない。数年前から話題になっている「インフラただ乗り論」

や「ネットワークの中立性」といった議論がISPの厳しさを如

実に物語っている[２]。HDTVが主流となった場合、更なる設

備投資が必要となり、負担増に拍車をかけることになる。

　一方、映像サービスを提供する事業者にしても、膨大なト

ラヒックを配信するためのサーバ設備のコストやISPへの接続

費は大きな負担になる。２５MbpsのビットレートのHDTVを

配信するとした場合、高々、４０ユーザに配信するだけで

1Gbpsのネットワーク帯域を占有することになる。映像サー

ビス事業者が ISPやデータセンターから1Gbpsの占有回線を

借りる場合、月額２５０～３００万円の費用が発生する[３]。この

費用負担をユーザに転嫁した場合、HDTVを配信するメリッ

トは失われてしまう。

3. マルチキャスト
　本章では、マルチキャストの技術概要と課題について説明

する。マルチキャストは、前述の映像配信に伴うトラヒック

増加の課題を解決する技術として注目されているが、利用す

るためには解決しなければならない課題も多い。

3.1 マルチキャスト
　マルチキャストとは、同一のデータを一つの送信元から複

数の宛先に同時配信する一対多の通信方式であり、インターネッ

トで一般に利用されている一対一の通信方式であるユニキャ

ストを利用するよりも効率的なデータ配信を実現するもので

ある[４][５]。

　ユニキャストでは、複数の宛先に同一のデータを届ける場合、

送信元でそれぞれの宛先に対して個々のデータを用意して送

信する必要がある。そのため、宛先が多くなればなるほど、

送信しなければならないデータ量もそれに比例して増大する。

その結果、送信元の処理負荷が高まり、必要なネットワーク

帯域も広くなる。

　一方、マルチキャストの場合、送信元からはデータを一つ

だけネットワークに送信するだけでよい。データは、ネットワー

クの適切な位置で複製されて複数の宛先に届けられる。途中

で複製することによって、ネットワーク全体に流通するデー

タの総量を抑制することができる。

　マルチキャストによる通信を行うためには、送信元、宛先

の端末はもちろんのこと、ネットワークを構成するルータも

マルチキャストに対応している必要がある。マルチキャスト

に対応したルータ（マルチキャストルータ）は、データを複

製する機能と配信経路を制御する機能を持つ。

　ルータは、データをマルチキャストかユニキャストのどち

らの通信方式で処理すべきかを、パケットの宛先アドレスによっ

て判断する。IPの仕様では、アドレス値の範囲がユニキャス

ト用とマルチキャスト用で明確に区分けされており、アドレ

スの値によってどちらであるか判断できるようになっている。

ただし、宛先アドレスの意味は、両者で異なる。ユニキャス

トでは、通信相手のネットワーク上の位置を一意に特定する

識別子として利用する。それに対して、マルチキャストでは、

チャンネルを一意に特定する識別子として利用する。

　本稿では、宛先アドレスがマルチキャスト用のアドレスで

あるパケットをマルチキャストパケット、宛先アドレスがユ

ニキャスト用のアドレスであるパケットをユニキャストパケッ

トと呼ぶ。

　また、パケットの配信方法も異なっている (図２)。ユニキャ

ストの場合は、宛先アドレスによって受信者の位置が一意に

特定されるため、ネットワーク側ではその情報をもとにパケッ

トを宛先まで転送することができる。しかし、マルチキャス

トの場合、宛先アドレスはチャンネル情報を示しているだけ

であり、どこに送り届ければよいかわからない。そこで、マ

ルチキャストでは、データを受信したいユーザが、IGMP（Internet 

Group Management Protocol）というプロトコルを使用し

て、LAN上のマルチキャストルータに受信したいマルチキャ

ストアドレスの情報をリクエストするようになっている[６][７]。

このリクエスト情報は、マルチキャストの経路制御プロトコ

ルによってネットワーク内に伝播されるので、各マルチキャ

ストルータは、どこに受信希望のユーザが存在するか認識す

ることができる。

　マルチキャストによる映像配信の概念は、一般的なテレビ

放送と似ている。両者とも、配信者側からあらかじめ決めら

れたチャンネルに映像を配信し、ネットワークを経由して複

数の受信者のところまで送り届ける仕組みになっている。テレ

ビ放送の場合は、チャンネル＝周波数帯であり、ネットワーク

＝親局・中継局から構成される電波ネットワークである。一方、

マルチキャストの場合は、チャンネル＝マルチキャストアドレ

スであり、ネットワーク＝マルチキャストルータから構成され

るパケットネットワークである。

3.2  マルチキャストの課題
　前述の通り、マルチキャストを利用すれば、放送型による映

像配信を効率的に行うことができる。ところが、現状のインター

ネットでは、マルチキャストを利用することができない。これ

は、インターネットを構成するルータが、マルチキャストに未

対応であるためである。正確には、マルチキャストの機能自体

はほとんどのルータに実装されているものの、機能を無効にし

て運用されている。そのため、インターネットにマルチキャストパ

ケットを送信した場合、処理されずに途中で廃棄されてしまう。

　こうした現状には、いくつかの要因が考えられる。以下に主

だったものを列挙する。

●  技術者の問題

　　現状では、マルチキャストを運用できる技術者が少ない。

マルチキャストネットワークを運用するには、ユニキャス

トネットワークの運用とはまったく異なる技術が必要であ

る。

●  経路制御プロトコルの問題

　　組織間における経路制御プロトコルのデファクトスタン

ダードが確立していない。そもそも、インターネット全域

をカバーするだけのスケーラビリティを持つ経路制御プロ

トコルが存在していないことが問題である。

●  安定性の問題

　　ユニキャストと比較して枯れた技術ではなく、ルータの

処理負荷も高いため、少なからずルータの動作に不具合が

発生する恐れがある。ユニキャストとマルチキャストの設

備が共用である場合、マルチキャストに起因する不具合に

よって、最優先であるユニキャストサービスにまで悪影響

が及ぶため、ISPの立場からは導入に慎重にならざるを得

ない。

●  普及の問題

　　マルチキャストで通信を行うには、エンドツーエンドの

伝送路の間に介在するすべてのルータがマルチキャストに

対応し、適切な経路制御が行われなければならない。その

ため、すべての環境においてマルチキャスト通信ができる

ようになるには、長い時間を要すると思われる。

図２  マルチキャストの概要

4. オーバーレイマルチキャストを
　 利用した映像配信プラットフォーム

図３  システム構成 図４  映像配信の流れ
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　本章では、我々が研究開発したマルチキャスト用のオーバー

レイネットワークをベースとした映像配信プラットフォーム

システムについて説明する。本システムを利用することで、

インターネット上でマルチキャストを有効に活用し、効率的

な映像配信を実現することができる。

　オーバーレイネットワークとは、あるネットワーク上に仮

想的に構築された用途や目的の異なるネットワークを指す。

インターネットVPN (仮想プライベートネットワーク) は、オー

バーレイネットワークの代表的なものであり、インターネッ

トという広く開放されたネットワーク上に、閉じられた仮想

的なネットワークを構築することで、利用者間の安全な通信

を実現するという目的を果たしている。

4.1  システム構成
　まず、映像配信プラットフォームシステムの全体構成を図３

に示す。システムの基幹部分は、我々が開発したマルチキャ

ストコンバータ (以下、コンバータ) と汎用的なマルチキャス

トルータから構成される。マルチキャストルータは、データ

センターなどのインターネットに高速な回線で接続されてい

る拠点に設置する。コンバータは、Webのプロキシサーバの

ように、アクセス系 ISPや企業などのユーザに近いネットワー

クの内部に設置する。また、送信側である配信事業者のネット

ワークにも設置する必要がある。説明の便宜上、配信事業者に

設置するコンバータを送信側コンバータ、ISPに設置するコン

バータを受信側コンバータと呼ぶが、実際のコンバータは送受

信両方の機能を併せ持っている。

　これに加え、映像を IP配信するための送信サーバ、及び、

その映像を受信・再生するための受信クライアントが必要とな

る。送信サーバは、送信側コンバータを利用し、受信クライアン

トは、受信側コンバータを利用する。送信サーバと受信クライ

アントは、本システム専用である必要はなく、様々なベンダか

ら提供されている映像送受信システムを利用することができる。

ただし、受信クライアントには、我々が開発した受信制御ツー

ルをインストールする必要がある。

4.2  コンバータ
　送信側コンバータは、ユニキャストパケットをマルチキャス

トパケットに変換する機能を持つ。受信側コンバータは、逆に、

マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換する機

能を持つ。つまり、コンバータとマルチキャストルータの間で

はマルチキャストを利用し、コンバータと送信サーバ、受信ク

ライアントの間はユニキャストを利用する。

　受信側コンバータは、パケットの変換に加えて、パケットを

複製する機能も兼ね備える。これは、配下の複数の受信クライ

アントにデータを配信するためである。

4.3  マルチキャストルータとコンバータの接続
　マルチキャストルータとコンバータの間の接続には、トンネ

リング技術を利用する。トンネリングとは、ネットワーク的に

離れた２点間に論理的な回線を確立するための技術で、両者間

をダイレクトに接続しているように見せることができる。トン

ネリングによる論理回線を確立することで、マルチキャストに

対応していないユニキャストルータを透過してマルチキャスト

パケットを２点間で交換することが可能になる。

　トンネリングの仕組みは次のとおりである。まず、論理回線

の始点から、転送したいマルチキャストパケットを、宛先アド

レスを論理回線の終点のアドレスに設定したユニキャストパケッ

トに格納して送信する。パケットを中継するユニキャストルー

タでは、特別な処理は不要であり、通常のユニキャストの仕組

みに従い、パケットの宛先アドレスを参照して転送する。パケッ

トはバケツリレーでユニキャストネットワークを転送され、論

理回線の終点に送り届けられる。終点では、受信したユニキャ

ストパケットの中に格納されたマルチキャストパケットを取り

出す。

　この仕組みは、原理的には、宅配便で送る荷物の中に、別の

荷物を格納して送ることに似ている。宅配事業者は、外側の荷

物の荷札を見て宛先に送り届ければよく、中に別の荷物が格納

されていることを意識する必要はない。

　トンネリングを実現する技術はいくつかあるが、本システム

では、GRE (Generic Routing Encapsulation) を採用した

[８]。GREは、IETF(3)においてRFC２７８４として国際的に公開

されている技術であり、多くのルータで実装済みであることが

採用の理由である。

4.4  映像配信の流れ
　次に、システムによる映像配信の流れを説明する。ここでは、

説明を簡潔にするために、1台のマルチキャストルータに２台

のコンバータが収容されている構成とし、一方のコンバータを

送信側、もう一方を受信側とする。(図４)

受信クライアント⇒受信側コンバータ

　　受信クライアントは、受信希望のマルチキャストアドレス

の情報を含むリクエストパケットを受信側コンバータに送信

する。このリクエストには、通常のマルチキャストと同様に

IGMPを利用する。ただし、通常のマルチキャストでは、

IGMPパケット自体をマルチキャストで送信するが、本シス

テムでは、受信側コンバータを宛先としたユニキャストで送

信する。

　　受信側コンバータは、IGMPパケットを受信した際に、

IGMPパケットの送信元アドレス（＝受信クライアントのア

ドレス）とリクエストされたマルチキャストアドレスの対応

表を作成する。

受信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　　受信側コンバータは、受信クライアントからのリクエスト

受信をきっかけに、マルチキャストルータに IGMPによるリ

クエストを送信する。ここでは、IGMPパケットはマルチキャ

ストで送信する。こうすることで、マルチキャストルータに

は、特別な拡張が不要になり、通常のマルチキャストの場合

と同様の処理を行えばよいことになる。

　　マルチキャストルータは、どの回線から IGMPパケットを

受信したかを記憶し、その回線とリクエストされたマルチキャ

ストアドレスの対応表を作成する。

送信サーバ⇒送信側コンバータ

　送信サーバは、送信側コンバータの指定UDPポートに向

けて、映像パケットをユニキャストで送信する。

送信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　送信側コンバータは、指定のUDPポートに受信した映像

パケットの宛先アドレスを、そのUDPポートに対応するマ

ルチキャストアドレスに付け替えて、上流のマルチキャスト

ルータに転送する。

　変換の事前準備として、UDPポート番号とマルチキャス

トアドレスの対応付けを設定する必要がある。送信側コンバー

タは、UDPポートにパケットを受信した際に、この対応付

けを参照して変換処理を行う。

マルチキャストルータ⇒受信側コンバータ

　マルチキャストルータは、送信側コンバータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、IGMPパケットを受

信した際に作成したアドレスと回線の対応表を照合する。ア

ドレスが合致した場合、映像パケットを対応する回線上に転

送する。

受信側コンバータ⇒受信クライアント

　受信側コンバータは、マルチキャストルータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、受信クライアントか

ら IGMPパケットを受信した際に作成した対応表のマルチキャ

ストアドレスを照合する。アドレスが合致した場合、映像パ

ケットの宛先アドレスを、受信クライアントのアドレスに付

け替えてユニキャストで送信する。映像パケットは、パケッ

トの宛先アドレスの情報に従ってネットワーク上を転送され、

受信クライアントまで送り届けられる。

　あるマルチキャストアドレスに対して、複数の受信クライ

アントからリクエストを受信していた場合、受信側コンバー

タで映像パケットを複製し、それぞれの受信クライアント宛

てに個別に映像パケットをユニキャストで送信する。

4.5  映像配信プラットフォームの利点
　以下に、本システムの主だった利点を列挙する。

●  映像配信に関わるコストを低減できる

　　配信事業者の立場では、送信するトラヒック量が抑制さ

れるため、ISPへの接続費や送信サーバの設備費を低減す

ることができる。ISPの立場では、配信事業者から流入し

てくるトラヒック量が抑制されるため、それを伝送するた

めの通信機器の設備コストを抑制できる。

●  多様なデータを伝送できる

　　本システムは、基本的にUDPパケットを複製配信する

ためのものであるため、UDPパケットであれば格納され

ているデータは何でも構わない。そのため、任意のエンコー

ド形式の映像データを伝送することが可能である。それ

ばかりか、映像以外のデータ伝送にも適用可能である。

●  既存のマルチキャストの仕組みや装置を利用して基幹ネッ

トワークを構成することができる

　　本システムの基幹部分は、汎用のマルチキャストルー

タを用いて構築するため、拡張性に優れている。各ベン

ダから提供されているルータの中から最適なものを選択し、

ネットワークを構築することができる。また、将来的に

インターネットがマルチキャストに対応した場合、本シ

ステムは、シームレスに接続することが可能である。

4.6  映像配信プラットフォームの課題
　以下に、本システムの主だった現状の課題を列挙する。

●  NAT (Network Address Translation) 環境下のクライ

アントへの配信

　　本システムにてNAT環境下のクライアントに映像を配

信する場合、NATルータにアドレスの対応付けを静的に

設定する必要がある。

　　HTTPベースの映像配信の場合、NATルータの内側の

クライアントから外側のサーバに対してHTTPセッション

のリクエストを開始することで、このセッションに関す

るアドレスの対応付けを動的に作成することができる。

しかし、本システムの場合、NATルータは、クライアン

トからのIGMPパケットとコンバータからの映像パケット

を、それぞれが独立のものであると認識するため、アド

レスの対応付けを動的に作成することができない。

　　この問題は、UDPベースのアプリケーションに共通の

課題であり、本システムにも同じ解決策を適用すること

ができる。具体的には、UPｎP (Universal Plug and 

Play)[9]、STUN (Session Traversal Utilities for 

NAT)[10]、RSIP (Realm Specific IP)[１１]などの技術

を利用することで解決することが可能である。

●  ユーザ認証・認可による限定配信

　　現状、特定のユーザのみに特定のチャンネルを限定的

に配信する仕組みがない。そのため、有料コンテンツの

配信などに適用することが困難である。

　　この問題に関しては、リクエストの IGMPパケットに認

証に関する情報を付加することによって解決することが可

能であると考えられる。

●  配信経路の冗長化

　　クライアントは、IGMPパケットの宛先であるコンバー

タを静的に指定する仕組みになっている。そのため、指定

したコンバータに障害が発生したとしても、指定コンバー

タに対して IGMPパケットを送信し続けることになり、映

像の受信を継続することができなくなってしまう。

　　この問題を解決するためには、コンバータの状態を把握

し、IGMPパケットの送信先を適切に制御する仕組みを導

入する必要がある。

5. おわりに
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我が国のブロードバンド契約者のダウンロードトラヒック総量は推定で880Gbps。
この1年で約1.2倍（21.9%増）となった。
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契約者のダウンロード
トラヒック総量

879.6Gbps（推定値）
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（1）YouTubeの普及時期：2005年12月サービス開始。日本では、2006年3月頃から普及し始めた。
（2）HDTV (High Definition TeleVision)：走査線数が1125本以上であり、画面のアスペクト比が16:9である高精細な映像。

（3）IETF (Internet Engineering Task Force)：インターネットで利用される技術の国際標準を策定している組織。IETFが標準化した技術は、RFC (Request For Comment) と呼ばれる技術文書で公開される。
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マルチキャストコンバータを用いた
オーバーレイマルチキャストによる
効率的な高画質映像配信の実現

The Realization of Efficient Delivering High Quality Video
with Overlay Multicast Network Constructed by The Multicast Converter

楠田 友彦
KUSUDA Tomohiko

1. はじめに

2. インターネットにおける
　 高画質映像配信の課題

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　本稿では、我々が研究開発を行っているインターネットにおいて高画質映像を効率的に配信するための映像配

信プラットフォームシステムの概要とそれによって得られる利点について述べる。

　高画質な映像はデータ量が多いため、インターネットでこのデータを配信するためには膨大なネットワーク帯域が

必要となり、設備や通信などに関わるコスト負担が大きくなるという課題がある。

　映像配信プラットフォームシステムは、この課題を解決するためのものである。本システムでは、我々が開発した

マルチキャストコンバータを用いて構築したマルチキャスト転送用のオーバーレイネットワークを利用する。オーバー

レイネットワークの途中経路で映像データを複製して配信することにより、ユニキャストと比べてトラヒック量を抑制

することができる。
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　高画質映像は、文字や静止画像を利用することが主流だっ

た従来のソリューションに大きな変革をもたらす可能性を秘

めている。なぜなら、映像には、文字や静止画像では伝えら

れなかったインパクトや説得力があるからである。新聞とテ

レビの違いは、まさにその典型的な例である。我々は、近い

将来、インターネットを活用したありとあらゆるビジネス分

野に対するソリューションに、高画質な映像配信を組み合わ

せることが重要になっていくと考えている。

　我々が開発した映像配信プラットフォームシステムを利用

することで、高画質映像の効率的な多地点同時配信を実現で

きる。例えば、スーパーマーケットなどにおける実演販売に本

システムを適用した場合、販売者は、センター拠点においてこ

れまでと同様の実演を行い、その模様を高画質映像にて複数の

スーパーマーケットに同時に配信することで、効率的な宣伝を

行うことができる。

　本稿では、上記システムについて述べる。第２章では、研究

によって解決すべき映像配信の課題について述べる。第３章で

は、第２章で述べる課題を解決する一つの方法であるマルチキャ

ストについて説明する。ただし、現状では、マルチキャストに

は多くの課題があり、実用化が困難である。第３章では、この

課題についても言及する。第４章では、マルチキャストの利点

を活用した映像配信プラットフォームシステムについて説明する。 図１  トラヒック推移

　本章では、インターネットにおいて高画質な映像を配信する

ことに関する課題を整理する。高画質映像を配信するためには、

非常に広いネットワーク帯域を必要とするため、映像配信事業

者やインターネットサービスプロバイダ（以下、ISP）の運用

に大きな負担となるという課題がある。

2.1 インターネットを取り巻く環境
　昨今、インターネット上でやり取りされるトラヒック量が爆

発的に増加している。総務省の調査 (図1、[1]) によると、２００８年

５月の時点における日本国内での1秒平均のダウンロードトラ

ヒック総量は約８７９.６Gbpsと推定され、1年間で約１.２倍となっ

ている。

　トラヒック急増の要因のひとつには、YouTubeなどの動画

投稿サイトに代表される映像配信によるトラヒックが影響して

いると見られる。これは、トラヒックが急増し始めた２００６年

５月が、YouTubeが日本で普及し始めた時期(1)と重なっている

ためである。この時期と比較して、２００８年５月のトラヒック

量は、約１.７倍になっている。

　もうひとつの大きな要因として、FTTH（Fiber To The Home）

の急速な普及が挙げられる。FTTHは、光ファイバを一般家庭

まで直接引き込んだアクセス回線サービスであり、上り下りと

もに最大で１００Mbpsの広帯域なインターネット常時接続環境

を提供するものである。総務省によると、２００８年６月末の時

点での日本国内におけるFTTHの契約数は１,３０８万件に上り、

初めてDSLの契約数を上回った。このことは、改めて、本格

的なFTTH時代を迎えたことを印象付けた。

2.2  高画質映像配信の課題
　HDTV(2)をインターネットで伝送するためには、映像のエン

コード方式にも依存するが、1ストリーム当たり１０～２５Mbps

程度のネットワーク帯域が必要になる。現状、YouTubeで提

供される動画のビットレートが、数百Kbps程度であることを

考慮すると、今後、我々がターゲットと考えるHDTVが主流

となった場合に、映像配信によるトラヒック増加がさらに急進

することが予想される。

　こうしたトラヒックの急増は、インターネットのバックボーン

を形成するISPの運用に大きな負担をかける。ISPの運用は、

現状のトラヒック量で既に限界に近い状態にある。これは、

過度の値下げ競争によって安価になりすぎたインターネット

接続料金では、跳ね上がるインフラの維持コストをカバーし

きれなくなっているためである。料金の値上げや従量制への

移行は、競合他社へのユーザ流出を招くため、容易に実行で

きない。数年前から話題になっている「インフラただ乗り論」

や「ネットワークの中立性」といった議論がISPの厳しさを如

実に物語っている[２]。HDTVが主流となった場合、更なる設

備投資が必要となり、負担増に拍車をかけることになる。

　一方、映像サービスを提供する事業者にしても、膨大なト

ラヒックを配信するためのサーバ設備のコストやISPへの接続

費は大きな負担になる。２５MbpsのビットレートのHDTVを

配信するとした場合、高々、４０ユーザに配信するだけで

1Gbpsのネットワーク帯域を占有することになる。映像サー

ビス事業者が ISPやデータセンターから1Gbpsの占有回線を

借りる場合、月額２５０～３００万円の費用が発生する[３]。この

費用負担をユーザに転嫁した場合、HDTVを配信するメリッ

トは失われてしまう。

3. マルチキャスト
　本章では、マルチキャストの技術概要と課題について説明

する。マルチキャストは、前述の映像配信に伴うトラヒック

増加の課題を解決する技術として注目されているが、利用す

るためには解決しなければならない課題も多い。

3.1 マルチキャスト
　マルチキャストとは、同一のデータを一つの送信元から複

数の宛先に同時配信する一対多の通信方式であり、インターネッ

トで一般に利用されている一対一の通信方式であるユニキャ

ストを利用するよりも効率的なデータ配信を実現するもので

ある[４][５]。

　ユニキャストでは、複数の宛先に同一のデータを届ける場合、

送信元でそれぞれの宛先に対して個々のデータを用意して送

信する必要がある。そのため、宛先が多くなればなるほど、

送信しなければならないデータ量もそれに比例して増大する。

その結果、送信元の処理負荷が高まり、必要なネットワーク

帯域も広くなる。

　一方、マルチキャストの場合、送信元からはデータを一つ

だけネットワークに送信するだけでよい。データは、ネットワー

クの適切な位置で複製されて複数の宛先に届けられる。途中

で複製することによって、ネットワーク全体に流通するデー

タの総量を抑制することができる。

　マルチキャストによる通信を行うためには、送信元、宛先

の端末はもちろんのこと、ネットワークを構成するルータも

マルチキャストに対応している必要がある。マルチキャスト

に対応したルータ（マルチキャストルータ）は、データを複

製する機能と配信経路を制御する機能を持つ。

　ルータは、データをマルチキャストかユニキャストのどち

らの通信方式で処理すべきかを、パケットの宛先アドレスによっ

て判断する。IPの仕様では、アドレス値の範囲がユニキャス

ト用とマルチキャスト用で明確に区分けされており、アドレ

スの値によってどちらであるか判断できるようになっている。

ただし、宛先アドレスの意味は、両者で異なる。ユニキャス

トでは、通信相手のネットワーク上の位置を一意に特定する

識別子として利用する。それに対して、マルチキャストでは、

チャンネルを一意に特定する識別子として利用する。

　本稿では、宛先アドレスがマルチキャスト用のアドレスで

あるパケットをマルチキャストパケット、宛先アドレスがユ

ニキャスト用のアドレスであるパケットをユニキャストパケッ

トと呼ぶ。

　また、パケットの配信方法も異なっている (図２)。ユニキャ

ストの場合は、宛先アドレスによって受信者の位置が一意に

特定されるため、ネットワーク側ではその情報をもとにパケッ

トを宛先まで転送することができる。しかし、マルチキャス

トの場合、宛先アドレスはチャンネル情報を示しているだけ

であり、どこに送り届ければよいかわからない。そこで、マ

ルチキャストでは、データを受信したいユーザが、IGMP（Internet 

Group Management Protocol）というプロトコルを使用し

て、LAN上のマルチキャストルータに受信したいマルチキャ

ストアドレスの情報をリクエストするようになっている[６][７]。

このリクエスト情報は、マルチキャストの経路制御プロトコ

ルによってネットワーク内に伝播されるので、各マルチキャ

ストルータは、どこに受信希望のユーザが存在するか認識す

ることができる。

　マルチキャストによる映像配信の概念は、一般的なテレビ

放送と似ている。両者とも、配信者側からあらかじめ決めら

れたチャンネルに映像を配信し、ネットワークを経由して複

数の受信者のところまで送り届ける仕組みになっている。テレ

ビ放送の場合は、チャンネル＝周波数帯であり、ネットワーク

＝親局・中継局から構成される電波ネットワークである。一方、

マルチキャストの場合は、チャンネル＝マルチキャストアドレ

スであり、ネットワーク＝マルチキャストルータから構成され

るパケットネットワークである。

3.2  マルチキャストの課題
　前述の通り、マルチキャストを利用すれば、放送型による映

像配信を効率的に行うことができる。ところが、現状のインター

ネットでは、マルチキャストを利用することができない。これ

は、インターネットを構成するルータが、マルチキャストに未

対応であるためである。正確には、マルチキャストの機能自体

はほとんどのルータに実装されているものの、機能を無効にし

て運用されている。そのため、インターネットにマルチキャストパ

ケットを送信した場合、処理されずに途中で廃棄されてしまう。

　こうした現状には、いくつかの要因が考えられる。以下に主

だったものを列挙する。

●  技術者の問題

　　現状では、マルチキャストを運用できる技術者が少ない。

マルチキャストネットワークを運用するには、ユニキャス

トネットワークの運用とはまったく異なる技術が必要であ

る。

●  経路制御プロトコルの問題

　　組織間における経路制御プロトコルのデファクトスタン

ダードが確立していない。そもそも、インターネット全域

をカバーするだけのスケーラビリティを持つ経路制御プロ

トコルが存在していないことが問題である。

●  安定性の問題

　　ユニキャストと比較して枯れた技術ではなく、ルータの

処理負荷も高いため、少なからずルータの動作に不具合が

発生する恐れがある。ユニキャストとマルチキャストの設

備が共用である場合、マルチキャストに起因する不具合に

よって、最優先であるユニキャストサービスにまで悪影響

が及ぶため、ISPの立場からは導入に慎重にならざるを得

ない。

●  普及の問題

　　マルチキャストで通信を行うには、エンドツーエンドの

伝送路の間に介在するすべてのルータがマルチキャストに

対応し、適切な経路制御が行われなければならない。その

ため、すべての環境においてマルチキャスト通信ができる

ようになるには、長い時間を要すると思われる。

図２  マルチキャストの概要

4. オーバーレイマルチキャストを
　 利用した映像配信プラットフォーム

図３  システム構成 図４  映像配信の流れ
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　本章では、我々が研究開発したマルチキャスト用のオーバー

レイネットワークをベースとした映像配信プラットフォーム

システムについて説明する。本システムを利用することで、

インターネット上でマルチキャストを有効に活用し、効率的

な映像配信を実現することができる。

　オーバーレイネットワークとは、あるネットワーク上に仮

想的に構築された用途や目的の異なるネットワークを指す。

インターネットVPN (仮想プライベートネットワーク) は、オー

バーレイネットワークの代表的なものであり、インターネッ

トという広く開放されたネットワーク上に、閉じられた仮想

的なネットワークを構築することで、利用者間の安全な通信

を実現するという目的を果たしている。

4.1  システム構成
　まず、映像配信プラットフォームシステムの全体構成を図３

に示す。システムの基幹部分は、我々が開発したマルチキャ

ストコンバータ (以下、コンバータ) と汎用的なマルチキャス

トルータから構成される。マルチキャストルータは、データ

センターなどのインターネットに高速な回線で接続されてい

る拠点に設置する。コンバータは、Webのプロキシサーバの

ように、アクセス系 ISPや企業などのユーザに近いネットワー

クの内部に設置する。また、送信側である配信事業者のネット

ワークにも設置する必要がある。説明の便宜上、配信事業者に

設置するコンバータを送信側コンバータ、ISPに設置するコン

バータを受信側コンバータと呼ぶが、実際のコンバータは送受

信両方の機能を併せ持っている。

　これに加え、映像を IP配信するための送信サーバ、及び、

その映像を受信・再生するための受信クライアントが必要とな

る。送信サーバは、送信側コンバータを利用し、受信クライアン

トは、受信側コンバータを利用する。送信サーバと受信クライ

アントは、本システム専用である必要はなく、様々なベンダか

ら提供されている映像送受信システムを利用することができる。

ただし、受信クライアントには、我々が開発した受信制御ツー

ルをインストールする必要がある。

4.2  コンバータ
　送信側コンバータは、ユニキャストパケットをマルチキャス

トパケットに変換する機能を持つ。受信側コンバータは、逆に、

マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換する機

能を持つ。つまり、コンバータとマルチキャストルータの間で

はマルチキャストを利用し、コンバータと送信サーバ、受信ク

ライアントの間はユニキャストを利用する。

　受信側コンバータは、パケットの変換に加えて、パケットを

複製する機能も兼ね備える。これは、配下の複数の受信クライ

アントにデータを配信するためである。

4.3  マルチキャストルータとコンバータの接続
　マルチキャストルータとコンバータの間の接続には、トンネ

リング技術を利用する。トンネリングとは、ネットワーク的に

離れた２点間に論理的な回線を確立するための技術で、両者間

をダイレクトに接続しているように見せることができる。トン

ネリングによる論理回線を確立することで、マルチキャストに

対応していないユニキャストルータを透過してマルチキャスト

パケットを２点間で交換することが可能になる。

　トンネリングの仕組みは次のとおりである。まず、論理回線

の始点から、転送したいマルチキャストパケットを、宛先アド

レスを論理回線の終点のアドレスに設定したユニキャストパケッ

トに格納して送信する。パケットを中継するユニキャストルー

タでは、特別な処理は不要であり、通常のユニキャストの仕組

みに従い、パケットの宛先アドレスを参照して転送する。パケッ

トはバケツリレーでユニキャストネットワークを転送され、論

理回線の終点に送り届けられる。終点では、受信したユニキャ

ストパケットの中に格納されたマルチキャストパケットを取り

出す。

　この仕組みは、原理的には、宅配便で送る荷物の中に、別の

荷物を格納して送ることに似ている。宅配事業者は、外側の荷

物の荷札を見て宛先に送り届ければよく、中に別の荷物が格納

されていることを意識する必要はない。

　トンネリングを実現する技術はいくつかあるが、本システム

では、GRE (Generic Routing Encapsulation) を採用した

[８]。GREは、IETF(3)においてRFC２７８４として国際的に公開

されている技術であり、多くのルータで実装済みであることが

採用の理由である。

4.4  映像配信の流れ
　次に、システムによる映像配信の流れを説明する。ここでは、

説明を簡潔にするために、1台のマルチキャストルータに２台

のコンバータが収容されている構成とし、一方のコンバータを

送信側、もう一方を受信側とする。(図４)

受信クライアント⇒受信側コンバータ

　　受信クライアントは、受信希望のマルチキャストアドレス

の情報を含むリクエストパケットを受信側コンバータに送信

する。このリクエストには、通常のマルチキャストと同様に

IGMPを利用する。ただし、通常のマルチキャストでは、

IGMPパケット自体をマルチキャストで送信するが、本シス

テムでは、受信側コンバータを宛先としたユニキャストで送

信する。

　　受信側コンバータは、IGMPパケットを受信した際に、

IGMPパケットの送信元アドレス（＝受信クライアントのア

ドレス）とリクエストされたマルチキャストアドレスの対応

表を作成する。

受信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　　受信側コンバータは、受信クライアントからのリクエスト

受信をきっかけに、マルチキャストルータに IGMPによるリ

クエストを送信する。ここでは、IGMPパケットはマルチキャ

ストで送信する。こうすることで、マルチキャストルータに

は、特別な拡張が不要になり、通常のマルチキャストの場合

と同様の処理を行えばよいことになる。

　　マルチキャストルータは、どの回線から IGMPパケットを

受信したかを記憶し、その回線とリクエストされたマルチキャ

ストアドレスの対応表を作成する。

送信サーバ⇒送信側コンバータ

　送信サーバは、送信側コンバータの指定UDPポートに向

けて、映像パケットをユニキャストで送信する。

送信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　送信側コンバータは、指定のUDPポートに受信した映像

パケットの宛先アドレスを、そのUDPポートに対応するマ

ルチキャストアドレスに付け替えて、上流のマルチキャスト

ルータに転送する。

　変換の事前準備として、UDPポート番号とマルチキャス

トアドレスの対応付けを設定する必要がある。送信側コンバー

タは、UDPポートにパケットを受信した際に、この対応付

けを参照して変換処理を行う。

マルチキャストルータ⇒受信側コンバータ

　マルチキャストルータは、送信側コンバータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、IGMPパケットを受

信した際に作成したアドレスと回線の対応表を照合する。ア

ドレスが合致した場合、映像パケットを対応する回線上に転

送する。

受信側コンバータ⇒受信クライアント

　受信側コンバータは、マルチキャストルータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、受信クライアントか

ら IGMPパケットを受信した際に作成した対応表のマルチキャ

ストアドレスを照合する。アドレスが合致した場合、映像パ

ケットの宛先アドレスを、受信クライアントのアドレスに付

け替えてユニキャストで送信する。映像パケットは、パケッ

トの宛先アドレスの情報に従ってネットワーク上を転送され、

受信クライアントまで送り届けられる。

　あるマルチキャストアドレスに対して、複数の受信クライ

アントからリクエストを受信していた場合、受信側コンバー

タで映像パケットを複製し、それぞれの受信クライアント宛

てに個別に映像パケットをユニキャストで送信する。

4.5  映像配信プラットフォームの利点
　以下に、本システムの主だった利点を列挙する。

●  映像配信に関わるコストを低減できる

　　配信事業者の立場では、送信するトラヒック量が抑制さ

れるため、ISPへの接続費や送信サーバの設備費を低減す

ることができる。ISPの立場では、配信事業者から流入し

てくるトラヒック量が抑制されるため、それを伝送するた

めの通信機器の設備コストを抑制できる。

●  多様なデータを伝送できる

　　本システムは、基本的にUDPパケットを複製配信する

ためのものであるため、UDPパケットであれば格納され

ているデータは何でも構わない。そのため、任意のエンコー

ド形式の映像データを伝送することが可能である。それ

ばかりか、映像以外のデータ伝送にも適用可能である。

●  既存のマルチキャストの仕組みや装置を利用して基幹ネッ

トワークを構成することができる

　　本システムの基幹部分は、汎用のマルチキャストルー

タを用いて構築するため、拡張性に優れている。各ベン

ダから提供されているルータの中から最適なものを選択し、

ネットワークを構築することができる。また、将来的に

インターネットがマルチキャストに対応した場合、本シ

ステムは、シームレスに接続することが可能である。

4.6  映像配信プラットフォームの課題
　以下に、本システムの主だった現状の課題を列挙する。

●  NAT (Network Address Translation) 環境下のクライ

アントへの配信

　　本システムにてNAT環境下のクライアントに映像を配

信する場合、NATルータにアドレスの対応付けを静的に

設定する必要がある。

　　HTTPベースの映像配信の場合、NATルータの内側の

クライアントから外側のサーバに対してHTTPセッション

のリクエストを開始することで、このセッションに関す

るアドレスの対応付けを動的に作成することができる。

しかし、本システムの場合、NATルータは、クライアン

トからのIGMPパケットとコンバータからの映像パケット

を、それぞれが独立のものであると認識するため、アド

レスの対応付けを動的に作成することができない。

　　この問題は、UDPベースのアプリケーションに共通の

課題であり、本システムにも同じ解決策を適用すること

ができる。具体的には、UPｎP (Universal Plug and 

Play)[9]、STUN (Session Traversal Utilities for 

NAT)[10]、RSIP (Realm Specific IP)[１１]などの技術

を利用することで解決することが可能である。

●  ユーザ認証・認可による限定配信

　　現状、特定のユーザのみに特定のチャンネルを限定的

に配信する仕組みがない。そのため、有料コンテンツの

配信などに適用することが困難である。

　　この問題に関しては、リクエストの IGMPパケットに認

証に関する情報を付加することによって解決することが可

能であると考えられる。

●  配信経路の冗長化

　　クライアントは、IGMPパケットの宛先であるコンバー

タを静的に指定する仕組みになっている。そのため、指定

したコンバータに障害が発生したとしても、指定コンバー

タに対して IGMPパケットを送信し続けることになり、映

像の受信を継続することができなくなってしまう。

　　この問題を解決するためには、コンバータの状態を把握

し、IGMPパケットの送信先を適切に制御する仕組みを導

入する必要がある。

5. おわりに
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我が国のブロードバンド契約者のダウンロードトラヒック総量は推定で880Gbps。
この1年で約1.2倍（21.9%増）となった。
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（1）YouTubeの普及時期：2005年12月サービス開始。日本では、2006年3月頃から普及し始めた。
（2）HDTV (High Definition TeleVision)：走査線数が1125本以上であり、画面のアスペクト比が16:9である高精細な映像。

（3）IETF (Internet Engineering Task Force)：インターネットで利用される技術の国際標準を策定している組織。IETFが標準化した技術は、RFC (Request For Comment) と呼ばれる技術文書で公開される。
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マルチキャストコンバータを用いた
オーバーレイマルチキャストによる
効率的な高画質映像配信の実現

The Realization of Efficient Delivering High Quality Video
with Overlay Multicast Network Constructed by The Multicast Converter

楠田 友彦
KUSUDA Tomohiko

1. はじめに

2. インターネットにおける
　 高画質映像配信の課題

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　本稿では、我々が研究開発を行っているインターネットにおいて高画質映像を効率的に配信するための映像配

信プラットフォームシステムの概要とそれによって得られる利点について述べる。

　高画質な映像はデータ量が多いため、インターネットでこのデータを配信するためには膨大なネットワーク帯域が

必要となり、設備や通信などに関わるコスト負担が大きくなるという課題がある。

　映像配信プラットフォームシステムは、この課題を解決するためのものである。本システムでは、我々が開発した

マルチキャストコンバータを用いて構築したマルチキャスト転送用のオーバーレイネットワークを利用する。オーバー

レイネットワークの途中経路で映像データを複製して配信することにより、ユニキャストと比べてトラヒック量を抑制

することができる。
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集
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　高画質映像は、文字や静止画像を利用することが主流だっ

た従来のソリューションに大きな変革をもたらす可能性を秘

めている。なぜなら、映像には、文字や静止画像では伝えら

れなかったインパクトや説得力があるからである。新聞とテ

レビの違いは、まさにその典型的な例である。我々は、近い

将来、インターネットを活用したありとあらゆるビジネス分

野に対するソリューションに、高画質な映像配信を組み合わ

せることが重要になっていくと考えている。

　我々が開発した映像配信プラットフォームシステムを利用

することで、高画質映像の効率的な多地点同時配信を実現で

きる。例えば、スーパーマーケットなどにおける実演販売に本

システムを適用した場合、販売者は、センター拠点においてこ

れまでと同様の実演を行い、その模様を高画質映像にて複数の

スーパーマーケットに同時に配信することで、効率的な宣伝を

行うことができる。

　本稿では、上記システムについて述べる。第２章では、研究

によって解決すべき映像配信の課題について述べる。第３章で

は、第２章で述べる課題を解決する一つの方法であるマルチキャ

ストについて説明する。ただし、現状では、マルチキャストに

は多くの課題があり、実用化が困難である。第３章では、この

課題についても言及する。第４章では、マルチキャストの利点

を活用した映像配信プラットフォームシステムについて説明する。 図１  トラヒック推移

　本章では、インターネットにおいて高画質な映像を配信する

ことに関する課題を整理する。高画質映像を配信するためには、

非常に広いネットワーク帯域を必要とするため、映像配信事業

者やインターネットサービスプロバイダ（以下、ISP）の運用

に大きな負担となるという課題がある。

2.1 インターネットを取り巻く環境
　昨今、インターネット上でやり取りされるトラヒック量が爆

発的に増加している。総務省の調査 (図1、[1]) によると、２００８年

５月の時点における日本国内での1秒平均のダウンロードトラ

ヒック総量は約８７９.６Gbpsと推定され、1年間で約１.２倍となっ

ている。

　トラヒック急増の要因のひとつには、YouTubeなどの動画

投稿サイトに代表される映像配信によるトラヒックが影響して

いると見られる。これは、トラヒックが急増し始めた２００６年

５月が、YouTubeが日本で普及し始めた時期(1)と重なっている

ためである。この時期と比較して、２００８年５月のトラヒック

量は、約１.７倍になっている。

　もうひとつの大きな要因として、FTTH（Fiber To The Home）

の急速な普及が挙げられる。FTTHは、光ファイバを一般家庭

まで直接引き込んだアクセス回線サービスであり、上り下りと

もに最大で１００Mbpsの広帯域なインターネット常時接続環境

を提供するものである。総務省によると、２００８年６月末の時

点での日本国内におけるFTTHの契約数は１,３０８万件に上り、

初めてDSLの契約数を上回った。このことは、改めて、本格

的なFTTH時代を迎えたことを印象付けた。

2.2  高画質映像配信の課題
　HDTV(2)をインターネットで伝送するためには、映像のエン

コード方式にも依存するが、1ストリーム当たり１０～２５Mbps

程度のネットワーク帯域が必要になる。現状、YouTubeで提

供される動画のビットレートが、数百Kbps程度であることを

考慮すると、今後、我々がターゲットと考えるHDTVが主流

となった場合に、映像配信によるトラヒック増加がさらに急進

することが予想される。

　こうしたトラヒックの急増は、インターネットのバックボーン

を形成するISPの運用に大きな負担をかける。ISPの運用は、

現状のトラヒック量で既に限界に近い状態にある。これは、

過度の値下げ競争によって安価になりすぎたインターネット

接続料金では、跳ね上がるインフラの維持コストをカバーし

きれなくなっているためである。料金の値上げや従量制への

移行は、競合他社へのユーザ流出を招くため、容易に実行で

きない。数年前から話題になっている「インフラただ乗り論」

や「ネットワークの中立性」といった議論がISPの厳しさを如

実に物語っている[２]。HDTVが主流となった場合、更なる設

備投資が必要となり、負担増に拍車をかけることになる。

　一方、映像サービスを提供する事業者にしても、膨大なト

ラヒックを配信するためのサーバ設備のコストやISPへの接続

費は大きな負担になる。２５MbpsのビットレートのHDTVを

配信するとした場合、高々、４０ユーザに配信するだけで

1Gbpsのネットワーク帯域を占有することになる。映像サー

ビス事業者が ISPやデータセンターから1Gbpsの占有回線を

借りる場合、月額２５０～３００万円の費用が発生する[３]。この

費用負担をユーザに転嫁した場合、HDTVを配信するメリッ

トは失われてしまう。

3. マルチキャスト
　本章では、マルチキャストの技術概要と課題について説明

する。マルチキャストは、前述の映像配信に伴うトラヒック

増加の課題を解決する技術として注目されているが、利用す

るためには解決しなければならない課題も多い。

3.1 マルチキャスト
　マルチキャストとは、同一のデータを一つの送信元から複

数の宛先に同時配信する一対多の通信方式であり、インターネッ

トで一般に利用されている一対一の通信方式であるユニキャ

ストを利用するよりも効率的なデータ配信を実現するもので

ある[４][５]。

　ユニキャストでは、複数の宛先に同一のデータを届ける場合、

送信元でそれぞれの宛先に対して個々のデータを用意して送

信する必要がある。そのため、宛先が多くなればなるほど、

送信しなければならないデータ量もそれに比例して増大する。

その結果、送信元の処理負荷が高まり、必要なネットワーク

帯域も広くなる。

　一方、マルチキャストの場合、送信元からはデータを一つ

だけネットワークに送信するだけでよい。データは、ネットワー

クの適切な位置で複製されて複数の宛先に届けられる。途中

で複製することによって、ネットワーク全体に流通するデー

タの総量を抑制することができる。

　マルチキャストによる通信を行うためには、送信元、宛先

の端末はもちろんのこと、ネットワークを構成するルータも

マルチキャストに対応している必要がある。マルチキャスト

に対応したルータ（マルチキャストルータ）は、データを複

製する機能と配信経路を制御する機能を持つ。

　ルータは、データをマルチキャストかユニキャストのどち

らの通信方式で処理すべきかを、パケットの宛先アドレスによっ

て判断する。IPの仕様では、アドレス値の範囲がユニキャス

ト用とマルチキャスト用で明確に区分けされており、アドレ

スの値によってどちらであるか判断できるようになっている。

ただし、宛先アドレスの意味は、両者で異なる。ユニキャス

トでは、通信相手のネットワーク上の位置を一意に特定する

識別子として利用する。それに対して、マルチキャストでは、

チャンネルを一意に特定する識別子として利用する。

　本稿では、宛先アドレスがマルチキャスト用のアドレスで

あるパケットをマルチキャストパケット、宛先アドレスがユ

ニキャスト用のアドレスであるパケットをユニキャストパケッ

トと呼ぶ。

　また、パケットの配信方法も異なっている (図２)。ユニキャ

ストの場合は、宛先アドレスによって受信者の位置が一意に

特定されるため、ネットワーク側ではその情報をもとにパケッ

トを宛先まで転送することができる。しかし、マルチキャス

トの場合、宛先アドレスはチャンネル情報を示しているだけ

であり、どこに送り届ければよいかわからない。そこで、マ

ルチキャストでは、データを受信したいユーザが、IGMP（Internet 

Group Management Protocol）というプロトコルを使用し

て、LAN上のマルチキャストルータに受信したいマルチキャ

ストアドレスの情報をリクエストするようになっている[６][７]。

このリクエスト情報は、マルチキャストの経路制御プロトコ

ルによってネットワーク内に伝播されるので、各マルチキャ

ストルータは、どこに受信希望のユーザが存在するか認識す

ることができる。

　マルチキャストによる映像配信の概念は、一般的なテレビ

放送と似ている。両者とも、配信者側からあらかじめ決めら

れたチャンネルに映像を配信し、ネットワークを経由して複

数の受信者のところまで送り届ける仕組みになっている。テレ

ビ放送の場合は、チャンネル＝周波数帯であり、ネットワーク

＝親局・中継局から構成される電波ネットワークである。一方、

マルチキャストの場合は、チャンネル＝マルチキャストアドレ

スであり、ネットワーク＝マルチキャストルータから構成され

るパケットネットワークである。

3.2  マルチキャストの課題
　前述の通り、マルチキャストを利用すれば、放送型による映

像配信を効率的に行うことができる。ところが、現状のインター

ネットでは、マルチキャストを利用することができない。これ

は、インターネットを構成するルータが、マルチキャストに未

対応であるためである。正確には、マルチキャストの機能自体

はほとんどのルータに実装されているものの、機能を無効にし

て運用されている。そのため、インターネットにマルチキャストパ

ケットを送信した場合、処理されずに途中で廃棄されてしまう。

　こうした現状には、いくつかの要因が考えられる。以下に主

だったものを列挙する。

●  技術者の問題

　　現状では、マルチキャストを運用できる技術者が少ない。

マルチキャストネットワークを運用するには、ユニキャス

トネットワークの運用とはまったく異なる技術が必要であ

る。

●  経路制御プロトコルの問題

　　組織間における経路制御プロトコルのデファクトスタン

ダードが確立していない。そもそも、インターネット全域

をカバーするだけのスケーラビリティを持つ経路制御プロ

トコルが存在していないことが問題である。

●  安定性の問題

　　ユニキャストと比較して枯れた技術ではなく、ルータの

処理負荷も高いため、少なからずルータの動作に不具合が

発生する恐れがある。ユニキャストとマルチキャストの設

備が共用である場合、マルチキャストに起因する不具合に

よって、最優先であるユニキャストサービスにまで悪影響

が及ぶため、ISPの立場からは導入に慎重にならざるを得

ない。

●  普及の問題

　　マルチキャストで通信を行うには、エンドツーエンドの

伝送路の間に介在するすべてのルータがマルチキャストに

対応し、適切な経路制御が行われなければならない。その

ため、すべての環境においてマルチキャスト通信ができる

ようになるには、長い時間を要すると思われる。

図２  マルチキャストの概要

4. オーバーレイマルチキャストを
　 利用した映像配信プラットフォーム

図３  システム構成 図４  映像配信の流れ
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　本章では、我々が研究開発したマルチキャスト用のオーバー

レイネットワークをベースとした映像配信プラットフォーム

システムについて説明する。本システムを利用することで、

インターネット上でマルチキャストを有効に活用し、効率的

な映像配信を実現することができる。

　オーバーレイネットワークとは、あるネットワーク上に仮

想的に構築された用途や目的の異なるネットワークを指す。

インターネットVPN (仮想プライベートネットワーク) は、オー

バーレイネットワークの代表的なものであり、インターネッ

トという広く開放されたネットワーク上に、閉じられた仮想

的なネットワークを構築することで、利用者間の安全な通信

を実現するという目的を果たしている。

4.1  システム構成
　まず、映像配信プラットフォームシステムの全体構成を図３

に示す。システムの基幹部分は、我々が開発したマルチキャ

ストコンバータ (以下、コンバータ) と汎用的なマルチキャス

トルータから構成される。マルチキャストルータは、データ

センターなどのインターネットに高速な回線で接続されてい

る拠点に設置する。コンバータは、Webのプロキシサーバの

ように、アクセス系 ISPや企業などのユーザに近いネットワー

クの内部に設置する。また、送信側である配信事業者のネット

ワークにも設置する必要がある。説明の便宜上、配信事業者に

設置するコンバータを送信側コンバータ、ISPに設置するコン

バータを受信側コンバータと呼ぶが、実際のコンバータは送受

信両方の機能を併せ持っている。

　これに加え、映像を IP配信するための送信サーバ、及び、

その映像を受信・再生するための受信クライアントが必要とな

る。送信サーバは、送信側コンバータを利用し、受信クライアン

トは、受信側コンバータを利用する。送信サーバと受信クライ

アントは、本システム専用である必要はなく、様々なベンダか

ら提供されている映像送受信システムを利用することができる。

ただし、受信クライアントには、我々が開発した受信制御ツー

ルをインストールする必要がある。

4.2  コンバータ
　送信側コンバータは、ユニキャストパケットをマルチキャス

トパケットに変換する機能を持つ。受信側コンバータは、逆に、

マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換する機

能を持つ。つまり、コンバータとマルチキャストルータの間で

はマルチキャストを利用し、コンバータと送信サーバ、受信ク

ライアントの間はユニキャストを利用する。

　受信側コンバータは、パケットの変換に加えて、パケットを

複製する機能も兼ね備える。これは、配下の複数の受信クライ

アントにデータを配信するためである。

4.3  マルチキャストルータとコンバータの接続
　マルチキャストルータとコンバータの間の接続には、トンネ

リング技術を利用する。トンネリングとは、ネットワーク的に

離れた２点間に論理的な回線を確立するための技術で、両者間

をダイレクトに接続しているように見せることができる。トン

ネリングによる論理回線を確立することで、マルチキャストに

対応していないユニキャストルータを透過してマルチキャスト

パケットを２点間で交換することが可能になる。

　トンネリングの仕組みは次のとおりである。まず、論理回線

の始点から、転送したいマルチキャストパケットを、宛先アド

レスを論理回線の終点のアドレスに設定したユニキャストパケッ

トに格納して送信する。パケットを中継するユニキャストルー

タでは、特別な処理は不要であり、通常のユニキャストの仕組

みに従い、パケットの宛先アドレスを参照して転送する。パケッ

トはバケツリレーでユニキャストネットワークを転送され、論

理回線の終点に送り届けられる。終点では、受信したユニキャ

ストパケットの中に格納されたマルチキャストパケットを取り

出す。

　この仕組みは、原理的には、宅配便で送る荷物の中に、別の

荷物を格納して送ることに似ている。宅配事業者は、外側の荷

物の荷札を見て宛先に送り届ければよく、中に別の荷物が格納

されていることを意識する必要はない。

　トンネリングを実現する技術はいくつかあるが、本システム

では、GRE (Generic Routing Encapsulation) を採用した

[８]。GREは、IETF(3)においてRFC２７８４として国際的に公開

されている技術であり、多くのルータで実装済みであることが

採用の理由である。

4.4  映像配信の流れ
　次に、システムによる映像配信の流れを説明する。ここでは、

説明を簡潔にするために、1台のマルチキャストルータに２台

のコンバータが収容されている構成とし、一方のコンバータを

送信側、もう一方を受信側とする。(図４)

受信クライアント⇒受信側コンバータ

　　受信クライアントは、受信希望のマルチキャストアドレス

の情報を含むリクエストパケットを受信側コンバータに送信

する。このリクエストには、通常のマルチキャストと同様に

IGMPを利用する。ただし、通常のマルチキャストでは、

IGMPパケット自体をマルチキャストで送信するが、本シス

テムでは、受信側コンバータを宛先としたユニキャストで送

信する。

　　受信側コンバータは、IGMPパケットを受信した際に、

IGMPパケットの送信元アドレス（＝受信クライアントのア

ドレス）とリクエストされたマルチキャストアドレスの対応

表を作成する。

受信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　　受信側コンバータは、受信クライアントからのリクエスト

受信をきっかけに、マルチキャストルータに IGMPによるリ

クエストを送信する。ここでは、IGMPパケットはマルチキャ

ストで送信する。こうすることで、マルチキャストルータに

は、特別な拡張が不要になり、通常のマルチキャストの場合

と同様の処理を行えばよいことになる。

　　マルチキャストルータは、どの回線から IGMPパケットを

受信したかを記憶し、その回線とリクエストされたマルチキャ

ストアドレスの対応表を作成する。

送信サーバ⇒送信側コンバータ

　送信サーバは、送信側コンバータの指定UDPポートに向

けて、映像パケットをユニキャストで送信する。

送信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　送信側コンバータは、指定のUDPポートに受信した映像

パケットの宛先アドレスを、そのUDPポートに対応するマ

ルチキャストアドレスに付け替えて、上流のマルチキャスト

ルータに転送する。

　変換の事前準備として、UDPポート番号とマルチキャス

トアドレスの対応付けを設定する必要がある。送信側コンバー

タは、UDPポートにパケットを受信した際に、この対応付

けを参照して変換処理を行う。

マルチキャストルータ⇒受信側コンバータ

　マルチキャストルータは、送信側コンバータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、IGMPパケットを受

信した際に作成したアドレスと回線の対応表を照合する。ア

ドレスが合致した場合、映像パケットを対応する回線上に転

送する。

受信側コンバータ⇒受信クライアント

　受信側コンバータは、マルチキャストルータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、受信クライアントか

ら IGMPパケットを受信した際に作成した対応表のマルチキャ

ストアドレスを照合する。アドレスが合致した場合、映像パ

ケットの宛先アドレスを、受信クライアントのアドレスに付

け替えてユニキャストで送信する。映像パケットは、パケッ

トの宛先アドレスの情報に従ってネットワーク上を転送され、

受信クライアントまで送り届けられる。

　あるマルチキャストアドレスに対して、複数の受信クライ

アントからリクエストを受信していた場合、受信側コンバー

タで映像パケットを複製し、それぞれの受信クライアント宛

てに個別に映像パケットをユニキャストで送信する。

4.5  映像配信プラットフォームの利点
　以下に、本システムの主だった利点を列挙する。

●  映像配信に関わるコストを低減できる

　　配信事業者の立場では、送信するトラヒック量が抑制さ

れるため、ISPへの接続費や送信サーバの設備費を低減す

ることができる。ISPの立場では、配信事業者から流入し

てくるトラヒック量が抑制されるため、それを伝送するた

めの通信機器の設備コストを抑制できる。

●  多様なデータを伝送できる

　　本システムは、基本的にUDPパケットを複製配信する

ためのものであるため、UDPパケットであれば格納され

ているデータは何でも構わない。そのため、任意のエンコー

ド形式の映像データを伝送することが可能である。それ

ばかりか、映像以外のデータ伝送にも適用可能である。

●  既存のマルチキャストの仕組みや装置を利用して基幹ネッ

トワークを構成することができる

　　本システムの基幹部分は、汎用のマルチキャストルー

タを用いて構築するため、拡張性に優れている。各ベン

ダから提供されているルータの中から最適なものを選択し、

ネットワークを構築することができる。また、将来的に

インターネットがマルチキャストに対応した場合、本シ

ステムは、シームレスに接続することが可能である。

4.6  映像配信プラットフォームの課題
　以下に、本システムの主だった現状の課題を列挙する。

●  NAT (Network Address Translation) 環境下のクライ

アントへの配信

　　本システムにてNAT環境下のクライアントに映像を配

信する場合、NATルータにアドレスの対応付けを静的に

設定する必要がある。

　　HTTPベースの映像配信の場合、NATルータの内側の

クライアントから外側のサーバに対してHTTPセッション

のリクエストを開始することで、このセッションに関す

るアドレスの対応付けを動的に作成することができる。

しかし、本システムの場合、NATルータは、クライアン

トからのIGMPパケットとコンバータからの映像パケット

を、それぞれが独立のものであると認識するため、アド

レスの対応付けを動的に作成することができない。

　　この問題は、UDPベースのアプリケーションに共通の

課題であり、本システムにも同じ解決策を適用すること

ができる。具体的には、UPｎP (Universal Plug and 

Play)[9]、STUN (Session Traversal Utilities for 

NAT)[10]、RSIP (Realm Specific IP)[１１]などの技術

を利用することで解決することが可能である。

●  ユーザ認証・認可による限定配信

　　現状、特定のユーザのみに特定のチャンネルを限定的

に配信する仕組みがない。そのため、有料コンテンツの

配信などに適用することが困難である。

　　この問題に関しては、リクエストの IGMPパケットに認

証に関する情報を付加することによって解決することが可

能であると考えられる。

●  配信経路の冗長化

　　クライアントは、IGMPパケットの宛先であるコンバー

タを静的に指定する仕組みになっている。そのため、指定

したコンバータに障害が発生したとしても、指定コンバー

タに対して IGMPパケットを送信し続けることになり、映

像の受信を継続することができなくなってしまう。

　　この問題を解決するためには、コンバータの状態を把握

し、IGMPパケットの送信先を適切に制御する仕組みを導

入する必要がある。

5. おわりに
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　本稿では、我々が研究している映像配信プラットフォーム

システムを利用することで、高画質映像を多地点に効率的に

配信することができることを示した。今後は、富山 IX（Int-

ernet eXchange）に接続する ISPや大学にコンバータを

設置し、本システムの有効性や課題を検証するフィールド実

験を実施する予定である。

　なお、本研究の一部は、総務省「戦略的情報通信研究開発

推進制度（SCOPE）」の支援を受けて実施した。

KUSUDA Tomohiko

楠田　友彦

● 株式会社インテックシステム研究所 ICT研究部

● 映像配信を始めとするネットワーク関連技術の研究開発に従事

（出典：総務省、文献［1］p7「我が国のインターネットトラヒックの推移」より抜粋）
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我が国のブロードバンド契約者のダウンロードトラヒック総量は推定で880Gbps。
この1年で約1.2倍（21.9%増）となった。

（2004.9）
（2004.10）
（2004.11）

（2005.5）

（2005.11）

（2006.5）

（2006.11）

（2007.5）

（2007.11）

（2008.5）

我が国のブロードバンド
契約者のダウンロード
トラヒック総量

879.6Gbps（推定値）

1月 3月 5月 7月 9月 11
月 1月 3月 5月 7月 9月 11
月 1月 3月 5月 7月 9月 11
月 1月 3月 5月 7月 9月 11
月 1月 3月 5月 7月 9月 11
月

2004年　　　　2005年　　　　2006年　　　　2007年　　　  2008年

269.4
298.1
319.7

424.5
469.1

523.6

636.6

721.7

812.9

879.6

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

21.9%増加

（Gbps）

（1）YouTubeの普及時期：2005年12月サービス開始。日本では、2006年3月頃から普及し始めた。
（2）HDTV (High Definition TeleVision)：走査線数が1125本以上であり、画面のアスペクト比が16:9である高精細な映像。

（3）IETF (Internet Engineering Task Force)：インターネットで利用される技術の国際標準を策定している組織。IETFが標準化した技術は、RFC (Request For Comment) と呼ばれる技術文書で公開される。
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マルチキャストコンバータを用いた
オーバーレイマルチキャストによる
効率的な高画質映像配信の実現

The Realization of Efficient Delivering High Quality Video
with Overlay Multicast Network Constructed by The Multicast Converter

楠田 友彦
KUSUDA Tomohiko

1. はじめに

2. インターネットにおける
　 高画質映像配信の課題

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　本稿では、我々が研究開発を行っているインターネットにおいて高画質映像を効率的に配信するための映像配

信プラットフォームシステムの概要とそれによって得られる利点について述べる。

　高画質な映像はデータ量が多いため、インターネットでこのデータを配信するためには膨大なネットワーク帯域が

必要となり、設備や通信などに関わるコスト負担が大きくなるという課題がある。

　映像配信プラットフォームシステムは、この課題を解決するためのものである。本システムでは、我々が開発した

マルチキャストコンバータを用いて構築したマルチキャスト転送用のオーバーレイネットワークを利用する。オーバー

レイネットワークの途中経路で映像データを複製して配信することにより、ユニキャストと比べてトラヒック量を抑制

することができる。
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　高画質映像は、文字や静止画像を利用することが主流だっ

た従来のソリューションに大きな変革をもたらす可能性を秘

めている。なぜなら、映像には、文字や静止画像では伝えら

れなかったインパクトや説得力があるからである。新聞とテ

レビの違いは、まさにその典型的な例である。我々は、近い

将来、インターネットを活用したありとあらゆるビジネス分

野に対するソリューションに、高画質な映像配信を組み合わ

せることが重要になっていくと考えている。

　我々が開発した映像配信プラットフォームシステムを利用

することで、高画質映像の効率的な多地点同時配信を実現で

きる。例えば、スーパーマーケットなどにおける実演販売に本

システムを適用した場合、販売者は、センター拠点においてこ

れまでと同様の実演を行い、その模様を高画質映像にて複数の

スーパーマーケットに同時に配信することで、効率的な宣伝を

行うことができる。

　本稿では、上記システムについて述べる。第２章では、研究

によって解決すべき映像配信の課題について述べる。第３章で

は、第２章で述べる課題を解決する一つの方法であるマルチキャ

ストについて説明する。ただし、現状では、マルチキャストに

は多くの課題があり、実用化が困難である。第３章では、この

課題についても言及する。第４章では、マルチキャストの利点

を活用した映像配信プラットフォームシステムについて説明する。 図１  トラヒック推移

　本章では、インターネットにおいて高画質な映像を配信する

ことに関する課題を整理する。高画質映像を配信するためには、

非常に広いネットワーク帯域を必要とするため、映像配信事業

者やインターネットサービスプロバイダ（以下、ISP）の運用

に大きな負担となるという課題がある。

2.1 インターネットを取り巻く環境
　昨今、インターネット上でやり取りされるトラヒック量が爆

発的に増加している。総務省の調査 (図1、[1]) によると、２００８年

５月の時点における日本国内での1秒平均のダウンロードトラ

ヒック総量は約８７９.６Gbpsと推定され、1年間で約１.２倍となっ

ている。

　トラヒック急増の要因のひとつには、YouTubeなどの動画

投稿サイトに代表される映像配信によるトラヒックが影響して

いると見られる。これは、トラヒックが急増し始めた２００６年

５月が、YouTubeが日本で普及し始めた時期(1)と重なっている

ためである。この時期と比較して、２００８年５月のトラヒック

量は、約１.７倍になっている。

　もうひとつの大きな要因として、FTTH（Fiber To The Home）

の急速な普及が挙げられる。FTTHは、光ファイバを一般家庭

まで直接引き込んだアクセス回線サービスであり、上り下りと

もに最大で１００Mbpsの広帯域なインターネット常時接続環境

を提供するものである。総務省によると、２００８年６月末の時

点での日本国内におけるFTTHの契約数は１,３０８万件に上り、

初めてDSLの契約数を上回った。このことは、改めて、本格

的なFTTH時代を迎えたことを印象付けた。

2.2  高画質映像配信の課題
　HDTV(2)をインターネットで伝送するためには、映像のエン

コード方式にも依存するが、1ストリーム当たり１０～２５Mbps

程度のネットワーク帯域が必要になる。現状、YouTubeで提

供される動画のビットレートが、数百Kbps程度であることを

考慮すると、今後、我々がターゲットと考えるHDTVが主流

となった場合に、映像配信によるトラヒック増加がさらに急進

することが予想される。

　こうしたトラヒックの急増は、インターネットのバックボーン

を形成するISPの運用に大きな負担をかける。ISPの運用は、

現状のトラヒック量で既に限界に近い状態にある。これは、

過度の値下げ競争によって安価になりすぎたインターネット

接続料金では、跳ね上がるインフラの維持コストをカバーし

きれなくなっているためである。料金の値上げや従量制への

移行は、競合他社へのユーザ流出を招くため、容易に実行で

きない。数年前から話題になっている「インフラただ乗り論」

や「ネットワークの中立性」といった議論がISPの厳しさを如

実に物語っている[２]。HDTVが主流となった場合、更なる設

備投資が必要となり、負担増に拍車をかけることになる。

　一方、映像サービスを提供する事業者にしても、膨大なト

ラヒックを配信するためのサーバ設備のコストやISPへの接続

費は大きな負担になる。２５MbpsのビットレートのHDTVを

配信するとした場合、高々、４０ユーザに配信するだけで

1Gbpsのネットワーク帯域を占有することになる。映像サー

ビス事業者が ISPやデータセンターから1Gbpsの占有回線を

借りる場合、月額２５０～３００万円の費用が発生する[３]。この

費用負担をユーザに転嫁した場合、HDTVを配信するメリッ

トは失われてしまう。

3. マルチキャスト
　本章では、マルチキャストの技術概要と課題について説明

する。マルチキャストは、前述の映像配信に伴うトラヒック

増加の課題を解決する技術として注目されているが、利用す

るためには解決しなければならない課題も多い。

3.1 マルチキャスト
　マルチキャストとは、同一のデータを一つの送信元から複

数の宛先に同時配信する一対多の通信方式であり、インターネッ

トで一般に利用されている一対一の通信方式であるユニキャ

ストを利用するよりも効率的なデータ配信を実現するもので

ある[４][５]。

　ユニキャストでは、複数の宛先に同一のデータを届ける場合、

送信元でそれぞれの宛先に対して個々のデータを用意して送

信する必要がある。そのため、宛先が多くなればなるほど、

送信しなければならないデータ量もそれに比例して増大する。

その結果、送信元の処理負荷が高まり、必要なネットワーク

帯域も広くなる。

　一方、マルチキャストの場合、送信元からはデータを一つ

だけネットワークに送信するだけでよい。データは、ネットワー

クの適切な位置で複製されて複数の宛先に届けられる。途中

で複製することによって、ネットワーク全体に流通するデー

タの総量を抑制することができる。

　マルチキャストによる通信を行うためには、送信元、宛先

の端末はもちろんのこと、ネットワークを構成するルータも

マルチキャストに対応している必要がある。マルチキャスト

に対応したルータ（マルチキャストルータ）は、データを複

製する機能と配信経路を制御する機能を持つ。

　ルータは、データをマルチキャストかユニキャストのどち

らの通信方式で処理すべきかを、パケットの宛先アドレスによっ

て判断する。IPの仕様では、アドレス値の範囲がユニキャス

ト用とマルチキャスト用で明確に区分けされており、アドレ

スの値によってどちらであるか判断できるようになっている。

ただし、宛先アドレスの意味は、両者で異なる。ユニキャス

トでは、通信相手のネットワーク上の位置を一意に特定する

識別子として利用する。それに対して、マルチキャストでは、

チャンネルを一意に特定する識別子として利用する。

　本稿では、宛先アドレスがマルチキャスト用のアドレスで

あるパケットをマルチキャストパケット、宛先アドレスがユ

ニキャスト用のアドレスであるパケットをユニキャストパケッ

トと呼ぶ。

　また、パケットの配信方法も異なっている (図２)。ユニキャ

ストの場合は、宛先アドレスによって受信者の位置が一意に

特定されるため、ネットワーク側ではその情報をもとにパケッ

トを宛先まで転送することができる。しかし、マルチキャス

トの場合、宛先アドレスはチャンネル情報を示しているだけ

であり、どこに送り届ければよいかわからない。そこで、マ

ルチキャストでは、データを受信したいユーザが、IGMP（Internet 

Group Management Protocol）というプロトコルを使用し

て、LAN上のマルチキャストルータに受信したいマルチキャ

ストアドレスの情報をリクエストするようになっている[６][７]。

このリクエスト情報は、マルチキャストの経路制御プロトコ

ルによってネットワーク内に伝播されるので、各マルチキャ

ストルータは、どこに受信希望のユーザが存在するか認識す

ることができる。

　マルチキャストによる映像配信の概念は、一般的なテレビ

放送と似ている。両者とも、配信者側からあらかじめ決めら

れたチャンネルに映像を配信し、ネットワークを経由して複

数の受信者のところまで送り届ける仕組みになっている。テレ

ビ放送の場合は、チャンネル＝周波数帯であり、ネットワーク

＝親局・中継局から構成される電波ネットワークである。一方、

マルチキャストの場合は、チャンネル＝マルチキャストアドレ

スであり、ネットワーク＝マルチキャストルータから構成され

るパケットネットワークである。

3.2  マルチキャストの課題
　前述の通り、マルチキャストを利用すれば、放送型による映

像配信を効率的に行うことができる。ところが、現状のインター

ネットでは、マルチキャストを利用することができない。これ

は、インターネットを構成するルータが、マルチキャストに未

対応であるためである。正確には、マルチキャストの機能自体

はほとんどのルータに実装されているものの、機能を無効にし

て運用されている。そのため、インターネットにマルチキャストパ

ケットを送信した場合、処理されずに途中で廃棄されてしまう。

　こうした現状には、いくつかの要因が考えられる。以下に主

だったものを列挙する。

●  技術者の問題

　　現状では、マルチキャストを運用できる技術者が少ない。

マルチキャストネットワークを運用するには、ユニキャス

トネットワークの運用とはまったく異なる技術が必要であ

る。

●  経路制御プロトコルの問題

　　組織間における経路制御プロトコルのデファクトスタン

ダードが確立していない。そもそも、インターネット全域

をカバーするだけのスケーラビリティを持つ経路制御プロ

トコルが存在していないことが問題である。

●  安定性の問題

　　ユニキャストと比較して枯れた技術ではなく、ルータの

処理負荷も高いため、少なからずルータの動作に不具合が

発生する恐れがある。ユニキャストとマルチキャストの設

備が共用である場合、マルチキャストに起因する不具合に

よって、最優先であるユニキャストサービスにまで悪影響

が及ぶため、ISPの立場からは導入に慎重にならざるを得

ない。

●  普及の問題

　　マルチキャストで通信を行うには、エンドツーエンドの

伝送路の間に介在するすべてのルータがマルチキャストに

対応し、適切な経路制御が行われなければならない。その

ため、すべての環境においてマルチキャスト通信ができる

ようになるには、長い時間を要すると思われる。

図２  マルチキャストの概要

4. オーバーレイマルチキャストを
　 利用した映像配信プラットフォーム

図３  システム構成 図４  映像配信の流れ
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　本章では、我々が研究開発したマルチキャスト用のオーバー

レイネットワークをベースとした映像配信プラットフォーム

システムについて説明する。本システムを利用することで、

インターネット上でマルチキャストを有効に活用し、効率的

な映像配信を実現することができる。

　オーバーレイネットワークとは、あるネットワーク上に仮

想的に構築された用途や目的の異なるネットワークを指す。

インターネットVPN (仮想プライベートネットワーク) は、オー

バーレイネットワークの代表的なものであり、インターネッ

トという広く開放されたネットワーク上に、閉じられた仮想

的なネットワークを構築することで、利用者間の安全な通信

を実現するという目的を果たしている。

4.1  システム構成
　まず、映像配信プラットフォームシステムの全体構成を図３

に示す。システムの基幹部分は、我々が開発したマルチキャ

ストコンバータ (以下、コンバータ) と汎用的なマルチキャス

トルータから構成される。マルチキャストルータは、データ

センターなどのインターネットに高速な回線で接続されてい

る拠点に設置する。コンバータは、Webのプロキシサーバの

ように、アクセス系 ISPや企業などのユーザに近いネットワー

クの内部に設置する。また、送信側である配信事業者のネット

ワークにも設置する必要がある。説明の便宜上、配信事業者に

設置するコンバータを送信側コンバータ、ISPに設置するコン

バータを受信側コンバータと呼ぶが、実際のコンバータは送受

信両方の機能を併せ持っている。

　これに加え、映像を IP配信するための送信サーバ、及び、

その映像を受信・再生するための受信クライアントが必要とな

る。送信サーバは、送信側コンバータを利用し、受信クライアン

トは、受信側コンバータを利用する。送信サーバと受信クライ

アントは、本システム専用である必要はなく、様々なベンダか

ら提供されている映像送受信システムを利用することができる。

ただし、受信クライアントには、我々が開発した受信制御ツー

ルをインストールする必要がある。

4.2  コンバータ
　送信側コンバータは、ユニキャストパケットをマルチキャス

トパケットに変換する機能を持つ。受信側コンバータは、逆に、

マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換する機

能を持つ。つまり、コンバータとマルチキャストルータの間で

はマルチキャストを利用し、コンバータと送信サーバ、受信ク

ライアントの間はユニキャストを利用する。

　受信側コンバータは、パケットの変換に加えて、パケットを

複製する機能も兼ね備える。これは、配下の複数の受信クライ

アントにデータを配信するためである。

4.3  マルチキャストルータとコンバータの接続
　マルチキャストルータとコンバータの間の接続には、トンネ

リング技術を利用する。トンネリングとは、ネットワーク的に

離れた２点間に論理的な回線を確立するための技術で、両者間

をダイレクトに接続しているように見せることができる。トン

ネリングによる論理回線を確立することで、マルチキャストに

対応していないユニキャストルータを透過してマルチキャスト

パケットを２点間で交換することが可能になる。

　トンネリングの仕組みは次のとおりである。まず、論理回線

の始点から、転送したいマルチキャストパケットを、宛先アド

レスを論理回線の終点のアドレスに設定したユニキャストパケッ

トに格納して送信する。パケットを中継するユニキャストルー

タでは、特別な処理は不要であり、通常のユニキャストの仕組

みに従い、パケットの宛先アドレスを参照して転送する。パケッ

トはバケツリレーでユニキャストネットワークを転送され、論

理回線の終点に送り届けられる。終点では、受信したユニキャ

ストパケットの中に格納されたマルチキャストパケットを取り

出す。

　この仕組みは、原理的には、宅配便で送る荷物の中に、別の

荷物を格納して送ることに似ている。宅配事業者は、外側の荷

物の荷札を見て宛先に送り届ければよく、中に別の荷物が格納

されていることを意識する必要はない。

　トンネリングを実現する技術はいくつかあるが、本システム

では、GRE (Generic Routing Encapsulation) を採用した

[８]。GREは、IETF(3)においてRFC２７８４として国際的に公開

されている技術であり、多くのルータで実装済みであることが

採用の理由である。

4.4  映像配信の流れ
　次に、システムによる映像配信の流れを説明する。ここでは、

説明を簡潔にするために、1台のマルチキャストルータに２台

のコンバータが収容されている構成とし、一方のコンバータを

送信側、もう一方を受信側とする。(図４)

受信クライアント⇒受信側コンバータ

　　受信クライアントは、受信希望のマルチキャストアドレス

の情報を含むリクエストパケットを受信側コンバータに送信

する。このリクエストには、通常のマルチキャストと同様に

IGMPを利用する。ただし、通常のマルチキャストでは、

IGMPパケット自体をマルチキャストで送信するが、本シス

テムでは、受信側コンバータを宛先としたユニキャストで送

信する。

　　受信側コンバータは、IGMPパケットを受信した際に、

IGMPパケットの送信元アドレス（＝受信クライアントのア

ドレス）とリクエストされたマルチキャストアドレスの対応

表を作成する。

受信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　　受信側コンバータは、受信クライアントからのリクエスト

受信をきっかけに、マルチキャストルータに IGMPによるリ

クエストを送信する。ここでは、IGMPパケットはマルチキャ

ストで送信する。こうすることで、マルチキャストルータに

は、特別な拡張が不要になり、通常のマルチキャストの場合

と同様の処理を行えばよいことになる。

　　マルチキャストルータは、どの回線から IGMPパケットを

受信したかを記憶し、その回線とリクエストされたマルチキャ

ストアドレスの対応表を作成する。

送信サーバ⇒送信側コンバータ

　送信サーバは、送信側コンバータの指定UDPポートに向

けて、映像パケットをユニキャストで送信する。

送信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　送信側コンバータは、指定のUDPポートに受信した映像

パケットの宛先アドレスを、そのUDPポートに対応するマ

ルチキャストアドレスに付け替えて、上流のマルチキャスト

ルータに転送する。

　変換の事前準備として、UDPポート番号とマルチキャス

トアドレスの対応付けを設定する必要がある。送信側コンバー

タは、UDPポートにパケットを受信した際に、この対応付

けを参照して変換処理を行う。

マルチキャストルータ⇒受信側コンバータ

　マルチキャストルータは、送信側コンバータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、IGMPパケットを受

信した際に作成したアドレスと回線の対応表を照合する。ア

ドレスが合致した場合、映像パケットを対応する回線上に転

送する。

受信側コンバータ⇒受信クライアント

　受信側コンバータは、マルチキャストルータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、受信クライアントか

ら IGMPパケットを受信した際に作成した対応表のマルチキャ

ストアドレスを照合する。アドレスが合致した場合、映像パ

ケットの宛先アドレスを、受信クライアントのアドレスに付

け替えてユニキャストで送信する。映像パケットは、パケッ

トの宛先アドレスの情報に従ってネットワーク上を転送され、

受信クライアントまで送り届けられる。

　あるマルチキャストアドレスに対して、複数の受信クライ

アントからリクエストを受信していた場合、受信側コンバー

タで映像パケットを複製し、それぞれの受信クライアント宛

てに個別に映像パケットをユニキャストで送信する。

4.5  映像配信プラットフォームの利点
　以下に、本システムの主だった利点を列挙する。

●  映像配信に関わるコストを低減できる

　　配信事業者の立場では、送信するトラヒック量が抑制さ

れるため、ISPへの接続費や送信サーバの設備費を低減す

ることができる。ISPの立場では、配信事業者から流入し

てくるトラヒック量が抑制されるため、それを伝送するた

めの通信機器の設備コストを抑制できる。

●  多様なデータを伝送できる

　　本システムは、基本的にUDPパケットを複製配信する

ためのものであるため、UDPパケットであれば格納され

ているデータは何でも構わない。そのため、任意のエンコー

ド形式の映像データを伝送することが可能である。それ

ばかりか、映像以外のデータ伝送にも適用可能である。

●  既存のマルチキャストの仕組みや装置を利用して基幹ネッ

トワークを構成することができる

　　本システムの基幹部分は、汎用のマルチキャストルー

タを用いて構築するため、拡張性に優れている。各ベン

ダから提供されているルータの中から最適なものを選択し、

ネットワークを構築することができる。また、将来的に

インターネットがマルチキャストに対応した場合、本シ

ステムは、シームレスに接続することが可能である。

4.6  映像配信プラットフォームの課題
　以下に、本システムの主だった現状の課題を列挙する。

●  NAT (Network Address Translation) 環境下のクライ

アントへの配信

　　本システムにてNAT環境下のクライアントに映像を配

信する場合、NATルータにアドレスの対応付けを静的に

設定する必要がある。

　　HTTPベースの映像配信の場合、NATルータの内側の

クライアントから外側のサーバに対してHTTPセッション

のリクエストを開始することで、このセッションに関す

るアドレスの対応付けを動的に作成することができる。

しかし、本システムの場合、NATルータは、クライアン

トからのIGMPパケットとコンバータからの映像パケット

を、それぞれが独立のものであると認識するため、アド

レスの対応付けを動的に作成することができない。

　　この問題は、UDPベースのアプリケーションに共通の

課題であり、本システムにも同じ解決策を適用すること

ができる。具体的には、UPｎP (Universal Plug and 

Play)[9]、STUN (Session Traversal Utilities for 

NAT)[10]、RSIP (Realm Specific IP)[１１]などの技術

を利用することで解決することが可能である。

●  ユーザ認証・認可による限定配信

　　現状、特定のユーザのみに特定のチャンネルを限定的

に配信する仕組みがない。そのため、有料コンテンツの

配信などに適用することが困難である。

　　この問題に関しては、リクエストの IGMPパケットに認

証に関する情報を付加することによって解決することが可

能であると考えられる。

●  配信経路の冗長化

　　クライアントは、IGMPパケットの宛先であるコンバー

タを静的に指定する仕組みになっている。そのため、指定

したコンバータに障害が発生したとしても、指定コンバー

タに対して IGMPパケットを送信し続けることになり、映

像の受信を継続することができなくなってしまう。

　　この問題を解決するためには、コンバータの状態を把握

し、IGMPパケットの送信先を適切に制御する仕組みを導

入する必要がある。

5. おわりに

参考文献

[1] 総務省：我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算,

　 (2008)

　 http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080829_9.html

[2] 総務省：「ＩＰ化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する

　 懇談会」最終報告書, (2006)

　 http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060915_5.html

[3] All-In-One-INTERNET magazine編集部：データセンター完全

　 ガイド2008年夏号, インプレスR&D, (2008)

[4] Thomas A. Maufer, 楠本 博之訳：IPマルチキャスト入門, 共立

　 出版, (2000)

[5] Dave Kosiur, 苅田 幸雄監訳：マスタリングTCP/IP IPマルチ

　 キャスト編, オーム社, (1999)

[6] W. Fenner：Internet Group Management Protocol, Version 2, 

　  RFC2236, (1997)

[7] B. Cain, S. Deering, I. Kouvelas, B. Fenner, A. Thyagarajan： 

　  Internet Group Management Protocol, Version 3, RFC3376, 

　  (2002)

[8] D. Farinacci, T. Li, S. Hanks, D. Meyer, P. Traina： Generic 

　  Routing Encapsulation (GRE), RFC2784, (2000)

[9] UPnP Forum：Internet Gateway Device (IGD) Standardized 

　  Device Control Protocol V 1.0, (2001)

[10] J. Rosenberg, R. Mahy, P. Matthews, D. Wing ： Session 

　  Traversal Utilities for NAT (STUN), RFC5389, (2008)

[11] M. Borella, D. Grabelsky, J. Lo, K. Taniguchi： Realm 

　  Specific IP: Protocol Specification, RFC3103, (2001)

　本稿では、我々が研究している映像配信プラットフォーム

システムを利用することで、高画質映像を多地点に効率的に

配信することができることを示した。今後は、富山 IX（Int-

ernet eXchange）に接続する ISPや大学にコンバータを

設置し、本システムの有効性や課題を検証するフィールド実

験を実施する予定である。

　なお、本研究の一部は、総務省「戦略的情報通信研究開発

推進制度（SCOPE）」の支援を受けて実施した。

KUSUDA Tomohiko

楠田　友彦

● 株式会社インテックシステム研究所 ICT研究部

● 映像配信を始めとするネットワーク関連技術の研究開発に従事

（出典：総務省、文献［1］p7「我が国のインターネットトラヒックの推移」より抜粋）

ユニキャスト マルチキャスト

ユニキャスト網

宛先に指定されたユーザに届く

マルチキャスト網

チャンネルの受信を希望したユーザに届く

全ユーザ分の
パケットを生成

各ユーザを宛先に
パケットを送信

ルータはパケットを
転送するだけ

1ストリームの
パケットを生成

チャンネルを宛先に
パケットを送信

ルータが
パケットを複製

IGMP

送信サーバ

配信事業者

コンバータ

データセンタ

インターネット

企業 ISP 大学

受信クライアント 受信クライアント 受信クライアント

コンバータ コンバータ コンバータ

マルチキャスト
ルータ

マルチキャスト
ルータ

パケットを複製して
各コンバータへ

パケットを複製して
各クライアントへ

送信サーバ

映像パケットの宛先アドレス

をUDPポートに対応付けら

れたマルチキャストアドレス

に変換し、マルチキャストルー

タに転送

マルチキャストルータに

受信リクエストを転送

受信側コンバータに

受信リクエストを送信

映像 映像 映像 映像

送信側コンバータ

コンバータ コンバータ

マルチキャストルータ

リクエスト
(IGMP)

リクエスト
(IGMP)

受信側コンバータ 受信クライアント

映像パケットの宛先アドレ

スを受信リクエストの送信

元アドレスに変換し、受信

クライアントに転送

コンバータの指定

UDPポートに向け

て映像パケットを

送信

リクエストされた映像を

受信側コンバータに転送

123 4

5 6

我が国のブロードバンド契約者のダウンロードトラヒック総量は推定で880Gbps。
この1年で約1.2倍（21.9%増）となった。
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（1）YouTubeの普及時期：2005年12月サービス開始。日本では、2006年3月頃から普及し始めた。
（2）HDTV (High Definition TeleVision)：走査線数が1125本以上であり、画面のアスペクト比が16:9である高精細な映像。

（3）IETF (Internet Engineering Task Force)：インターネットで利用される技術の国際標準を策定している組織。IETFが標準化した技術は、RFC (Request For Comment) と呼ばれる技術文書で公開される。
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マルチキャストコンバータを用いた
オーバーレイマルチキャストによる
効率的な高画質映像配信の実現

The Realization of Efficient Delivering High Quality Video
with Overlay Multicast Network Constructed by The Multicast Converter

楠田 友彦
KUSUDA Tomohiko

1. はじめに

2. インターネットにおける
　 高画質映像配信の課題

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　本稿では、我々が研究開発を行っているインターネットにおいて高画質映像を効率的に配信するための映像配

信プラットフォームシステムの概要とそれによって得られる利点について述べる。

　高画質な映像はデータ量が多いため、インターネットでこのデータを配信するためには膨大なネットワーク帯域が

必要となり、設備や通信などに関わるコスト負担が大きくなるという課題がある。

　映像配信プラットフォームシステムは、この課題を解決するためのものである。本システムでは、我々が開発した

マルチキャストコンバータを用いて構築したマルチキャスト転送用のオーバーレイネットワークを利用する。オーバー

レイネットワークの途中経路で映像データを複製して配信することにより、ユニキャストと比べてトラヒック量を抑制

することができる。
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集
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　高画質映像は、文字や静止画像を利用することが主流だっ

た従来のソリューションに大きな変革をもたらす可能性を秘

めている。なぜなら、映像には、文字や静止画像では伝えら

れなかったインパクトや説得力があるからである。新聞とテ

レビの違いは、まさにその典型的な例である。我々は、近い

将来、インターネットを活用したありとあらゆるビジネス分

野に対するソリューションに、高画質な映像配信を組み合わ

せることが重要になっていくと考えている。

　我々が開発した映像配信プラットフォームシステムを利用

することで、高画質映像の効率的な多地点同時配信を実現で

きる。例えば、スーパーマーケットなどにおける実演販売に本

システムを適用した場合、販売者は、センター拠点においてこ

れまでと同様の実演を行い、その模様を高画質映像にて複数の

スーパーマーケットに同時に配信することで、効率的な宣伝を

行うことができる。

　本稿では、上記システムについて述べる。第２章では、研究

によって解決すべき映像配信の課題について述べる。第３章で

は、第２章で述べる課題を解決する一つの方法であるマルチキャ

ストについて説明する。ただし、現状では、マルチキャストに

は多くの課題があり、実用化が困難である。第３章では、この

課題についても言及する。第４章では、マルチキャストの利点

を活用した映像配信プラットフォームシステムについて説明する。 図１  トラヒック推移

　本章では、インターネットにおいて高画質な映像を配信する

ことに関する課題を整理する。高画質映像を配信するためには、

非常に広いネットワーク帯域を必要とするため、映像配信事業

者やインターネットサービスプロバイダ（以下、ISP）の運用

に大きな負担となるという課題がある。

2.1 インターネットを取り巻く環境
　昨今、インターネット上でやり取りされるトラヒック量が爆

発的に増加している。総務省の調査 (図1、[1]) によると、２００８年

５月の時点における日本国内での1秒平均のダウンロードトラ

ヒック総量は約８７９.６Gbpsと推定され、1年間で約１.２倍となっ

ている。

　トラヒック急増の要因のひとつには、YouTubeなどの動画

投稿サイトに代表される映像配信によるトラヒックが影響して

いると見られる。これは、トラヒックが急増し始めた２００６年

５月が、YouTubeが日本で普及し始めた時期(1)と重なっている

ためである。この時期と比較して、２００８年５月のトラヒック

量は、約１.７倍になっている。

　もうひとつの大きな要因として、FTTH（Fiber To The Home）

の急速な普及が挙げられる。FTTHは、光ファイバを一般家庭

まで直接引き込んだアクセス回線サービスであり、上り下りと

もに最大で１００Mbpsの広帯域なインターネット常時接続環境

を提供するものである。総務省によると、２００８年６月末の時

点での日本国内におけるFTTHの契約数は１,３０８万件に上り、

初めてDSLの契約数を上回った。このことは、改めて、本格

的なFTTH時代を迎えたことを印象付けた。

2.2  高画質映像配信の課題
　HDTV(2)をインターネットで伝送するためには、映像のエン

コード方式にも依存するが、1ストリーム当たり１０～２５Mbps

程度のネットワーク帯域が必要になる。現状、YouTubeで提

供される動画のビットレートが、数百Kbps程度であることを

考慮すると、今後、我々がターゲットと考えるHDTVが主流

となった場合に、映像配信によるトラヒック増加がさらに急進

することが予想される。

　こうしたトラヒックの急増は、インターネットのバックボーン

を形成するISPの運用に大きな負担をかける。ISPの運用は、

現状のトラヒック量で既に限界に近い状態にある。これは、

過度の値下げ競争によって安価になりすぎたインターネット

接続料金では、跳ね上がるインフラの維持コストをカバーし

きれなくなっているためである。料金の値上げや従量制への

移行は、競合他社へのユーザ流出を招くため、容易に実行で

きない。数年前から話題になっている「インフラただ乗り論」

や「ネットワークの中立性」といった議論がISPの厳しさを如

実に物語っている[２]。HDTVが主流となった場合、更なる設

備投資が必要となり、負担増に拍車をかけることになる。

　一方、映像サービスを提供する事業者にしても、膨大なト

ラヒックを配信するためのサーバ設備のコストやISPへの接続

費は大きな負担になる。２５MbpsのビットレートのHDTVを

配信するとした場合、高々、４０ユーザに配信するだけで

1Gbpsのネットワーク帯域を占有することになる。映像サー

ビス事業者が ISPやデータセンターから1Gbpsの占有回線を

借りる場合、月額２５０～３００万円の費用が発生する[３]。この

費用負担をユーザに転嫁した場合、HDTVを配信するメリッ

トは失われてしまう。

3. マルチキャスト
　本章では、マルチキャストの技術概要と課題について説明

する。マルチキャストは、前述の映像配信に伴うトラヒック

増加の課題を解決する技術として注目されているが、利用す

るためには解決しなければならない課題も多い。

3.1 マルチキャスト
　マルチキャストとは、同一のデータを一つの送信元から複

数の宛先に同時配信する一対多の通信方式であり、インターネッ

トで一般に利用されている一対一の通信方式であるユニキャ

ストを利用するよりも効率的なデータ配信を実現するもので

ある[４][５]。

　ユニキャストでは、複数の宛先に同一のデータを届ける場合、

送信元でそれぞれの宛先に対して個々のデータを用意して送

信する必要がある。そのため、宛先が多くなればなるほど、

送信しなければならないデータ量もそれに比例して増大する。

その結果、送信元の処理負荷が高まり、必要なネットワーク

帯域も広くなる。

　一方、マルチキャストの場合、送信元からはデータを一つ

だけネットワークに送信するだけでよい。データは、ネットワー

クの適切な位置で複製されて複数の宛先に届けられる。途中

で複製することによって、ネットワーク全体に流通するデー

タの総量を抑制することができる。

　マルチキャストによる通信を行うためには、送信元、宛先

の端末はもちろんのこと、ネットワークを構成するルータも

マルチキャストに対応している必要がある。マルチキャスト

に対応したルータ（マルチキャストルータ）は、データを複

製する機能と配信経路を制御する機能を持つ。

　ルータは、データをマルチキャストかユニキャストのどち

らの通信方式で処理すべきかを、パケットの宛先アドレスによっ

て判断する。IPの仕様では、アドレス値の範囲がユニキャス

ト用とマルチキャスト用で明確に区分けされており、アドレ

スの値によってどちらであるか判断できるようになっている。

ただし、宛先アドレスの意味は、両者で異なる。ユニキャス

トでは、通信相手のネットワーク上の位置を一意に特定する

識別子として利用する。それに対して、マルチキャストでは、

チャンネルを一意に特定する識別子として利用する。

　本稿では、宛先アドレスがマルチキャスト用のアドレスで

あるパケットをマルチキャストパケット、宛先アドレスがユ

ニキャスト用のアドレスであるパケットをユニキャストパケッ

トと呼ぶ。

　また、パケットの配信方法も異なっている (図２)。ユニキャ

ストの場合は、宛先アドレスによって受信者の位置が一意に

特定されるため、ネットワーク側ではその情報をもとにパケッ

トを宛先まで転送することができる。しかし、マルチキャス

トの場合、宛先アドレスはチャンネル情報を示しているだけ

であり、どこに送り届ければよいかわからない。そこで、マ

ルチキャストでは、データを受信したいユーザが、IGMP（Internet 

Group Management Protocol）というプロトコルを使用し

て、LAN上のマルチキャストルータに受信したいマルチキャ

ストアドレスの情報をリクエストするようになっている[６][７]。

このリクエスト情報は、マルチキャストの経路制御プロトコ

ルによってネットワーク内に伝播されるので、各マルチキャ

ストルータは、どこに受信希望のユーザが存在するか認識す

ることができる。

　マルチキャストによる映像配信の概念は、一般的なテレビ

放送と似ている。両者とも、配信者側からあらかじめ決めら

れたチャンネルに映像を配信し、ネットワークを経由して複

数の受信者のところまで送り届ける仕組みになっている。テレ

ビ放送の場合は、チャンネル＝周波数帯であり、ネットワーク

＝親局・中継局から構成される電波ネットワークである。一方、

マルチキャストの場合は、チャンネル＝マルチキャストアドレ

スであり、ネットワーク＝マルチキャストルータから構成され

るパケットネットワークである。

3.2  マルチキャストの課題
　前述の通り、マルチキャストを利用すれば、放送型による映

像配信を効率的に行うことができる。ところが、現状のインター

ネットでは、マルチキャストを利用することができない。これ

は、インターネットを構成するルータが、マルチキャストに未

対応であるためである。正確には、マルチキャストの機能自体

はほとんどのルータに実装されているものの、機能を無効にし

て運用されている。そのため、インターネットにマルチキャストパ

ケットを送信した場合、処理されずに途中で廃棄されてしまう。

　こうした現状には、いくつかの要因が考えられる。以下に主

だったものを列挙する。

●  技術者の問題

　　現状では、マルチキャストを運用できる技術者が少ない。

マルチキャストネットワークを運用するには、ユニキャス

トネットワークの運用とはまったく異なる技術が必要であ

る。

●  経路制御プロトコルの問題

　　組織間における経路制御プロトコルのデファクトスタン

ダードが確立していない。そもそも、インターネット全域

をカバーするだけのスケーラビリティを持つ経路制御プロ

トコルが存在していないことが問題である。

●  安定性の問題

　　ユニキャストと比較して枯れた技術ではなく、ルータの

処理負荷も高いため、少なからずルータの動作に不具合が

発生する恐れがある。ユニキャストとマルチキャストの設

備が共用である場合、マルチキャストに起因する不具合に

よって、最優先であるユニキャストサービスにまで悪影響

が及ぶため、ISPの立場からは導入に慎重にならざるを得

ない。

●  普及の問題

　　マルチキャストで通信を行うには、エンドツーエンドの

伝送路の間に介在するすべてのルータがマルチキャストに

対応し、適切な経路制御が行われなければならない。その

ため、すべての環境においてマルチキャスト通信ができる

ようになるには、長い時間を要すると思われる。

図２  マルチキャストの概要

4. オーバーレイマルチキャストを
　 利用した映像配信プラットフォーム

図３  システム構成 図４  映像配信の流れ
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　本章では、我々が研究開発したマルチキャスト用のオーバー

レイネットワークをベースとした映像配信プラットフォーム

システムについて説明する。本システムを利用することで、

インターネット上でマルチキャストを有効に活用し、効率的

な映像配信を実現することができる。

　オーバーレイネットワークとは、あるネットワーク上に仮

想的に構築された用途や目的の異なるネットワークを指す。

インターネットVPN (仮想プライベートネットワーク) は、オー

バーレイネットワークの代表的なものであり、インターネッ

トという広く開放されたネットワーク上に、閉じられた仮想

的なネットワークを構築することで、利用者間の安全な通信

を実現するという目的を果たしている。

4.1  システム構成
　まず、映像配信プラットフォームシステムの全体構成を図３

に示す。システムの基幹部分は、我々が開発したマルチキャ

ストコンバータ (以下、コンバータ) と汎用的なマルチキャス

トルータから構成される。マルチキャストルータは、データ

センターなどのインターネットに高速な回線で接続されてい

る拠点に設置する。コンバータは、Webのプロキシサーバの

ように、アクセス系 ISPや企業などのユーザに近いネットワー

クの内部に設置する。また、送信側である配信事業者のネット

ワークにも設置する必要がある。説明の便宜上、配信事業者に

設置するコンバータを送信側コンバータ、ISPに設置するコン

バータを受信側コンバータと呼ぶが、実際のコンバータは送受

信両方の機能を併せ持っている。

　これに加え、映像を IP配信するための送信サーバ、及び、

その映像を受信・再生するための受信クライアントが必要とな

る。送信サーバは、送信側コンバータを利用し、受信クライアン

トは、受信側コンバータを利用する。送信サーバと受信クライ

アントは、本システム専用である必要はなく、様々なベンダか

ら提供されている映像送受信システムを利用することができる。

ただし、受信クライアントには、我々が開発した受信制御ツー

ルをインストールする必要がある。

4.2  コンバータ
　送信側コンバータは、ユニキャストパケットをマルチキャス

トパケットに変換する機能を持つ。受信側コンバータは、逆に、

マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換する機

能を持つ。つまり、コンバータとマルチキャストルータの間で

はマルチキャストを利用し、コンバータと送信サーバ、受信ク

ライアントの間はユニキャストを利用する。

　受信側コンバータは、パケットの変換に加えて、パケットを

複製する機能も兼ね備える。これは、配下の複数の受信クライ

アントにデータを配信するためである。

4.3  マルチキャストルータとコンバータの接続
　マルチキャストルータとコンバータの間の接続には、トンネ

リング技術を利用する。トンネリングとは、ネットワーク的に

離れた２点間に論理的な回線を確立するための技術で、両者間

をダイレクトに接続しているように見せることができる。トン

ネリングによる論理回線を確立することで、マルチキャストに

対応していないユニキャストルータを透過してマルチキャスト

パケットを２点間で交換することが可能になる。

　トンネリングの仕組みは次のとおりである。まず、論理回線

の始点から、転送したいマルチキャストパケットを、宛先アド

レスを論理回線の終点のアドレスに設定したユニキャストパケッ

トに格納して送信する。パケットを中継するユニキャストルー

タでは、特別な処理は不要であり、通常のユニキャストの仕組

みに従い、パケットの宛先アドレスを参照して転送する。パケッ

トはバケツリレーでユニキャストネットワークを転送され、論

理回線の終点に送り届けられる。終点では、受信したユニキャ

ストパケットの中に格納されたマルチキャストパケットを取り

出す。

　この仕組みは、原理的には、宅配便で送る荷物の中に、別の

荷物を格納して送ることに似ている。宅配事業者は、外側の荷

物の荷札を見て宛先に送り届ければよく、中に別の荷物が格納

されていることを意識する必要はない。

　トンネリングを実現する技術はいくつかあるが、本システム

では、GRE (Generic Routing Encapsulation) を採用した

[８]。GREは、IETF(3)においてRFC２７８４として国際的に公開

されている技術であり、多くのルータで実装済みであることが

採用の理由である。

4.4  映像配信の流れ
　次に、システムによる映像配信の流れを説明する。ここでは、

説明を簡潔にするために、1台のマルチキャストルータに２台

のコンバータが収容されている構成とし、一方のコンバータを

送信側、もう一方を受信側とする。(図４)

受信クライアント⇒受信側コンバータ

　　受信クライアントは、受信希望のマルチキャストアドレス

の情報を含むリクエストパケットを受信側コンバータに送信

する。このリクエストには、通常のマルチキャストと同様に

IGMPを利用する。ただし、通常のマルチキャストでは、

IGMPパケット自体をマルチキャストで送信するが、本シス

テムでは、受信側コンバータを宛先としたユニキャストで送

信する。

　　受信側コンバータは、IGMPパケットを受信した際に、

IGMPパケットの送信元アドレス（＝受信クライアントのア

ドレス）とリクエストされたマルチキャストアドレスの対応

表を作成する。

受信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　　受信側コンバータは、受信クライアントからのリクエスト

受信をきっかけに、マルチキャストルータに IGMPによるリ

クエストを送信する。ここでは、IGMPパケットはマルチキャ

ストで送信する。こうすることで、マルチキャストルータに

は、特別な拡張が不要になり、通常のマルチキャストの場合

と同様の処理を行えばよいことになる。

　　マルチキャストルータは、どの回線から IGMPパケットを

受信したかを記憶し、その回線とリクエストされたマルチキャ

ストアドレスの対応表を作成する。

送信サーバ⇒送信側コンバータ

　送信サーバは、送信側コンバータの指定UDPポートに向

けて、映像パケットをユニキャストで送信する。

送信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　送信側コンバータは、指定のUDPポートに受信した映像

パケットの宛先アドレスを、そのUDPポートに対応するマ

ルチキャストアドレスに付け替えて、上流のマルチキャスト

ルータに転送する。

　変換の事前準備として、UDPポート番号とマルチキャス

トアドレスの対応付けを設定する必要がある。送信側コンバー

タは、UDPポートにパケットを受信した際に、この対応付

けを参照して変換処理を行う。

マルチキャストルータ⇒受信側コンバータ

　マルチキャストルータは、送信側コンバータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、IGMPパケットを受

信した際に作成したアドレスと回線の対応表を照合する。ア

ドレスが合致した場合、映像パケットを対応する回線上に転

送する。

受信側コンバータ⇒受信クライアント

　受信側コンバータは、マルチキャストルータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、受信クライアントか

ら IGMPパケットを受信した際に作成した対応表のマルチキャ

ストアドレスを照合する。アドレスが合致した場合、映像パ

ケットの宛先アドレスを、受信クライアントのアドレスに付

け替えてユニキャストで送信する。映像パケットは、パケッ

トの宛先アドレスの情報に従ってネットワーク上を転送され、

受信クライアントまで送り届けられる。

　あるマルチキャストアドレスに対して、複数の受信クライ

アントからリクエストを受信していた場合、受信側コンバー

タで映像パケットを複製し、それぞれの受信クライアント宛

てに個別に映像パケットをユニキャストで送信する。

4.5  映像配信プラットフォームの利点
　以下に、本システムの主だった利点を列挙する。

●  映像配信に関わるコストを低減できる

　　配信事業者の立場では、送信するトラヒック量が抑制さ

れるため、ISPへの接続費や送信サーバの設備費を低減す

ることができる。ISPの立場では、配信事業者から流入し

てくるトラヒック量が抑制されるため、それを伝送するた

めの通信機器の設備コストを抑制できる。

●  多様なデータを伝送できる

　　本システムは、基本的にUDPパケットを複製配信する

ためのものであるため、UDPパケットであれば格納され

ているデータは何でも構わない。そのため、任意のエンコー

ド形式の映像データを伝送することが可能である。それ

ばかりか、映像以外のデータ伝送にも適用可能である。

●  既存のマルチキャストの仕組みや装置を利用して基幹ネッ

トワークを構成することができる

　　本システムの基幹部分は、汎用のマルチキャストルー

タを用いて構築するため、拡張性に優れている。各ベン

ダから提供されているルータの中から最適なものを選択し、

ネットワークを構築することができる。また、将来的に

インターネットがマルチキャストに対応した場合、本シ

ステムは、シームレスに接続することが可能である。

4.6  映像配信プラットフォームの課題
　以下に、本システムの主だった現状の課題を列挙する。

●  NAT (Network Address Translation) 環境下のクライ

アントへの配信

　　本システムにてNAT環境下のクライアントに映像を配

信する場合、NATルータにアドレスの対応付けを静的に

設定する必要がある。

　　HTTPベースの映像配信の場合、NATルータの内側の

クライアントから外側のサーバに対してHTTPセッション

のリクエストを開始することで、このセッションに関す

るアドレスの対応付けを動的に作成することができる。

しかし、本システムの場合、NATルータは、クライアン

トからのIGMPパケットとコンバータからの映像パケット

を、それぞれが独立のものであると認識するため、アド

レスの対応付けを動的に作成することができない。

　　この問題は、UDPベースのアプリケーションに共通の

課題であり、本システムにも同じ解決策を適用すること

ができる。具体的には、UPｎP (Universal Plug and 

Play)[9]、STUN (Session Traversal Utilities for 

NAT)[10]、RSIP (Realm Specific IP)[１１]などの技術

を利用することで解決することが可能である。

●  ユーザ認証・認可による限定配信

　　現状、特定のユーザのみに特定のチャンネルを限定的

に配信する仕組みがない。そのため、有料コンテンツの

配信などに適用することが困難である。

　　この問題に関しては、リクエストの IGMPパケットに認

証に関する情報を付加することによって解決することが可

能であると考えられる。

●  配信経路の冗長化

　　クライアントは、IGMPパケットの宛先であるコンバー

タを静的に指定する仕組みになっている。そのため、指定

したコンバータに障害が発生したとしても、指定コンバー

タに対して IGMPパケットを送信し続けることになり、映

像の受信を継続することができなくなってしまう。

　　この問題を解決するためには、コンバータの状態を把握

し、IGMPパケットの送信先を適切に制御する仕組みを導

入する必要がある。

5. おわりに
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　本稿では、我々が研究している映像配信プラットフォーム

システムを利用することで、高画質映像を多地点に効率的に

配信することができることを示した。今後は、富山 IX（Int-

ernet eXchange）に接続する ISPや大学にコンバータを

設置し、本システムの有効性や課題を検証するフィールド実

験を実施する予定である。
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我が国のブロードバンド契約者のダウンロードトラヒック総量は推定で880Gbps。
この1年で約1.2倍（21.9%増）となった。

（2004.9）
（2004.10）
（2004.11）

（2005.5）

（2005.11）

（2006.5）

（2006.11）

（2007.5）

（2007.11）

（2008.5）

我が国のブロードバンド
契約者のダウンロード
トラヒック総量

879.6Gbps（推定値）

1月 3月 5月 7月 9月 11
月 1月 3月 5月 7月 9月 11
月 1月 3月 5月 7月 9月 11
月 1月 3月 5月 7月 9月 11
月 1月 3月 5月 7月 9月 11
月

2004年　　　　2005年　　　　2006年　　　　2007年　　　  2008年

269.4
298.1
319.7

424.5
469.1

523.6

636.6

721.7

812.9

879.6

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

21.9%増加

（Gbps）

（1）YouTubeの普及時期：2005年12月サービス開始。日本では、2006年3月頃から普及し始めた。
（2）HDTV (High Definition TeleVision)：走査線数が1125本以上であり、画面のアスペクト比が16:9である高精細な映像。

（3）IETF (Internet Engineering Task Force)：インターネットで利用される技術の国際標準を策定している組織。IETFが標準化した技術は、RFC (Request For Comment) と呼ばれる技術文書で公開される。
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マルチキャストコンバータを用いた
オーバーレイマルチキャストによる
効率的な高画質映像配信の実現

The Realization of Efficient Delivering High Quality Video
with Overlay Multicast Network Constructed by The Multicast Converter

楠田 友彦
KUSUDA Tomohiko

1. はじめに

2. インターネットにおける
　 高画質映像配信の課題

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　本稿では、我々が研究開発を行っているインターネットにおいて高画質映像を効率的に配信するための映像配

信プラットフォームシステムの概要とそれによって得られる利点について述べる。

　高画質な映像はデータ量が多いため、インターネットでこのデータを配信するためには膨大なネットワーク帯域が

必要となり、設備や通信などに関わるコスト負担が大きくなるという課題がある。

　映像配信プラットフォームシステムは、この課題を解決するためのものである。本システムでは、我々が開発した

マルチキャストコンバータを用いて構築したマルチキャスト転送用のオーバーレイネットワークを利用する。オーバー

レイネットワークの途中経路で映像データを複製して配信することにより、ユニキャストと比べてトラヒック量を抑制

することができる。
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　高画質映像は、文字や静止画像を利用することが主流だっ

た従来のソリューションに大きな変革をもたらす可能性を秘

めている。なぜなら、映像には、文字や静止画像では伝えら

れなかったインパクトや説得力があるからである。新聞とテ

レビの違いは、まさにその典型的な例である。我々は、近い

将来、インターネットを活用したありとあらゆるビジネス分

野に対するソリューションに、高画質な映像配信を組み合わ

せることが重要になっていくと考えている。

　我々が開発した映像配信プラットフォームシステムを利用

することで、高画質映像の効率的な多地点同時配信を実現で

きる。例えば、スーパーマーケットなどにおける実演販売に本

システムを適用した場合、販売者は、センター拠点においてこ

れまでと同様の実演を行い、その模様を高画質映像にて複数の

スーパーマーケットに同時に配信することで、効率的な宣伝を

行うことができる。

　本稿では、上記システムについて述べる。第２章では、研究

によって解決すべき映像配信の課題について述べる。第３章で

は、第２章で述べる課題を解決する一つの方法であるマルチキャ

ストについて説明する。ただし、現状では、マルチキャストに

は多くの課題があり、実用化が困難である。第３章では、この

課題についても言及する。第４章では、マルチキャストの利点

を活用した映像配信プラットフォームシステムについて説明する。 図１  トラヒック推移

　本章では、インターネットにおいて高画質な映像を配信する

ことに関する課題を整理する。高画質映像を配信するためには、

非常に広いネットワーク帯域を必要とするため、映像配信事業

者やインターネットサービスプロバイダ（以下、ISP）の運用

に大きな負担となるという課題がある。

2.1 インターネットを取り巻く環境
　昨今、インターネット上でやり取りされるトラヒック量が爆

発的に増加している。総務省の調査 (図1、[1]) によると、２００８年

５月の時点における日本国内での1秒平均のダウンロードトラ

ヒック総量は約８７９.６Gbpsと推定され、1年間で約１.２倍となっ

ている。

　トラヒック急増の要因のひとつには、YouTubeなどの動画

投稿サイトに代表される映像配信によるトラヒックが影響して

いると見られる。これは、トラヒックが急増し始めた２００６年

５月が、YouTubeが日本で普及し始めた時期(1)と重なっている

ためである。この時期と比較して、２００８年５月のトラヒック

量は、約１.７倍になっている。

　もうひとつの大きな要因として、FTTH（Fiber To The Home）

の急速な普及が挙げられる。FTTHは、光ファイバを一般家庭

まで直接引き込んだアクセス回線サービスであり、上り下りと

もに最大で１００Mbpsの広帯域なインターネット常時接続環境

を提供するものである。総務省によると、２００８年６月末の時

点での日本国内におけるFTTHの契約数は１,３０８万件に上り、

初めてDSLの契約数を上回った。このことは、改めて、本格

的なFTTH時代を迎えたことを印象付けた。

2.2  高画質映像配信の課題
　HDTV(2)をインターネットで伝送するためには、映像のエン

コード方式にも依存するが、1ストリーム当たり１０～２５Mbps

程度のネットワーク帯域が必要になる。現状、YouTubeで提

供される動画のビットレートが、数百Kbps程度であることを

考慮すると、今後、我々がターゲットと考えるHDTVが主流

となった場合に、映像配信によるトラヒック増加がさらに急進

することが予想される。

　こうしたトラヒックの急増は、インターネットのバックボーン

を形成するISPの運用に大きな負担をかける。ISPの運用は、

現状のトラヒック量で既に限界に近い状態にある。これは、

過度の値下げ競争によって安価になりすぎたインターネット

接続料金では、跳ね上がるインフラの維持コストをカバーし

きれなくなっているためである。料金の値上げや従量制への

移行は、競合他社へのユーザ流出を招くため、容易に実行で

きない。数年前から話題になっている「インフラただ乗り論」

や「ネットワークの中立性」といった議論がISPの厳しさを如

実に物語っている[２]。HDTVが主流となった場合、更なる設

備投資が必要となり、負担増に拍車をかけることになる。

　一方、映像サービスを提供する事業者にしても、膨大なト

ラヒックを配信するためのサーバ設備のコストやISPへの接続

費は大きな負担になる。２５MbpsのビットレートのHDTVを

配信するとした場合、高々、４０ユーザに配信するだけで

1Gbpsのネットワーク帯域を占有することになる。映像サー

ビス事業者が ISPやデータセンターから1Gbpsの占有回線を

借りる場合、月額２５０～３００万円の費用が発生する[３]。この

費用負担をユーザに転嫁した場合、HDTVを配信するメリッ

トは失われてしまう。

3. マルチキャスト
　本章では、マルチキャストの技術概要と課題について説明

する。マルチキャストは、前述の映像配信に伴うトラヒック

増加の課題を解決する技術として注目されているが、利用す

るためには解決しなければならない課題も多い。

3.1 マルチキャスト
　マルチキャストとは、同一のデータを一つの送信元から複

数の宛先に同時配信する一対多の通信方式であり、インターネッ

トで一般に利用されている一対一の通信方式であるユニキャ

ストを利用するよりも効率的なデータ配信を実現するもので

ある[４][５]。

　ユニキャストでは、複数の宛先に同一のデータを届ける場合、

送信元でそれぞれの宛先に対して個々のデータを用意して送

信する必要がある。そのため、宛先が多くなればなるほど、

送信しなければならないデータ量もそれに比例して増大する。

その結果、送信元の処理負荷が高まり、必要なネットワーク

帯域も広くなる。

　一方、マルチキャストの場合、送信元からはデータを一つ

だけネットワークに送信するだけでよい。データは、ネットワー

クの適切な位置で複製されて複数の宛先に届けられる。途中

で複製することによって、ネットワーク全体に流通するデー

タの総量を抑制することができる。

　マルチキャストによる通信を行うためには、送信元、宛先

の端末はもちろんのこと、ネットワークを構成するルータも

マルチキャストに対応している必要がある。マルチキャスト

に対応したルータ（マルチキャストルータ）は、データを複

製する機能と配信経路を制御する機能を持つ。

　ルータは、データをマルチキャストかユニキャストのどち

らの通信方式で処理すべきかを、パケットの宛先アドレスによっ

て判断する。IPの仕様では、アドレス値の範囲がユニキャス

ト用とマルチキャスト用で明確に区分けされており、アドレ

スの値によってどちらであるか判断できるようになっている。

ただし、宛先アドレスの意味は、両者で異なる。ユニキャス

トでは、通信相手のネットワーク上の位置を一意に特定する

識別子として利用する。それに対して、マルチキャストでは、

チャンネルを一意に特定する識別子として利用する。

　本稿では、宛先アドレスがマルチキャスト用のアドレスで

あるパケットをマルチキャストパケット、宛先アドレスがユ

ニキャスト用のアドレスであるパケットをユニキャストパケッ

トと呼ぶ。

　また、パケットの配信方法も異なっている (図２)。ユニキャ

ストの場合は、宛先アドレスによって受信者の位置が一意に

特定されるため、ネットワーク側ではその情報をもとにパケッ

トを宛先まで転送することができる。しかし、マルチキャス

トの場合、宛先アドレスはチャンネル情報を示しているだけ

であり、どこに送り届ければよいかわからない。そこで、マ

ルチキャストでは、データを受信したいユーザが、IGMP（Internet 

Group Management Protocol）というプロトコルを使用し

て、LAN上のマルチキャストルータに受信したいマルチキャ

ストアドレスの情報をリクエストするようになっている[６][７]。

このリクエスト情報は、マルチキャストの経路制御プロトコ

ルによってネットワーク内に伝播されるので、各マルチキャ

ストルータは、どこに受信希望のユーザが存在するか認識す

ることができる。

　マルチキャストによる映像配信の概念は、一般的なテレビ

放送と似ている。両者とも、配信者側からあらかじめ決めら

れたチャンネルに映像を配信し、ネットワークを経由して複

数の受信者のところまで送り届ける仕組みになっている。テレ

ビ放送の場合は、チャンネル＝周波数帯であり、ネットワーク

＝親局・中継局から構成される電波ネットワークである。一方、

マルチキャストの場合は、チャンネル＝マルチキャストアドレ

スであり、ネットワーク＝マルチキャストルータから構成され

るパケットネットワークである。

3.2  マルチキャストの課題
　前述の通り、マルチキャストを利用すれば、放送型による映

像配信を効率的に行うことができる。ところが、現状のインター

ネットでは、マルチキャストを利用することができない。これ

は、インターネットを構成するルータが、マルチキャストに未

対応であるためである。正確には、マルチキャストの機能自体

はほとんどのルータに実装されているものの、機能を無効にし

て運用されている。そのため、インターネットにマルチキャストパ

ケットを送信した場合、処理されずに途中で廃棄されてしまう。

　こうした現状には、いくつかの要因が考えられる。以下に主

だったものを列挙する。

●  技術者の問題

　　現状では、マルチキャストを運用できる技術者が少ない。

マルチキャストネットワークを運用するには、ユニキャス

トネットワークの運用とはまったく異なる技術が必要であ

る。

●  経路制御プロトコルの問題

　　組織間における経路制御プロトコルのデファクトスタン

ダードが確立していない。そもそも、インターネット全域

をカバーするだけのスケーラビリティを持つ経路制御プロ

トコルが存在していないことが問題である。

●  安定性の問題

　　ユニキャストと比較して枯れた技術ではなく、ルータの

処理負荷も高いため、少なからずルータの動作に不具合が

発生する恐れがある。ユニキャストとマルチキャストの設

備が共用である場合、マルチキャストに起因する不具合に

よって、最優先であるユニキャストサービスにまで悪影響

が及ぶため、ISPの立場からは導入に慎重にならざるを得

ない。

●  普及の問題

　　マルチキャストで通信を行うには、エンドツーエンドの

伝送路の間に介在するすべてのルータがマルチキャストに

対応し、適切な経路制御が行われなければならない。その

ため、すべての環境においてマルチキャスト通信ができる

ようになるには、長い時間を要すると思われる。

図２  マルチキャストの概要

4. オーバーレイマルチキャストを
　 利用した映像配信プラットフォーム

図３  システム構成 図４  映像配信の流れ
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　本章では、我々が研究開発したマルチキャスト用のオーバー

レイネットワークをベースとした映像配信プラットフォーム

システムについて説明する。本システムを利用することで、

インターネット上でマルチキャストを有効に活用し、効率的

な映像配信を実現することができる。

　オーバーレイネットワークとは、あるネットワーク上に仮

想的に構築された用途や目的の異なるネットワークを指す。

インターネットVPN (仮想プライベートネットワーク) は、オー

バーレイネットワークの代表的なものであり、インターネッ

トという広く開放されたネットワーク上に、閉じられた仮想

的なネットワークを構築することで、利用者間の安全な通信

を実現するという目的を果たしている。

4.1  システム構成
　まず、映像配信プラットフォームシステムの全体構成を図３

に示す。システムの基幹部分は、我々が開発したマルチキャ

ストコンバータ (以下、コンバータ) と汎用的なマルチキャス

トルータから構成される。マルチキャストルータは、データ

センターなどのインターネットに高速な回線で接続されてい

る拠点に設置する。コンバータは、Webのプロキシサーバの

ように、アクセス系 ISPや企業などのユーザに近いネットワー

クの内部に設置する。また、送信側である配信事業者のネット

ワークにも設置する必要がある。説明の便宜上、配信事業者に

設置するコンバータを送信側コンバータ、ISPに設置するコン

バータを受信側コンバータと呼ぶが、実際のコンバータは送受

信両方の機能を併せ持っている。

　これに加え、映像を IP配信するための送信サーバ、及び、

その映像を受信・再生するための受信クライアントが必要とな

る。送信サーバは、送信側コンバータを利用し、受信クライアン

トは、受信側コンバータを利用する。送信サーバと受信クライ

アントは、本システム専用である必要はなく、様々なベンダか

ら提供されている映像送受信システムを利用することができる。

ただし、受信クライアントには、我々が開発した受信制御ツー

ルをインストールする必要がある。

4.2  コンバータ
　送信側コンバータは、ユニキャストパケットをマルチキャス

トパケットに変換する機能を持つ。受信側コンバータは、逆に、

マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換する機

能を持つ。つまり、コンバータとマルチキャストルータの間で

はマルチキャストを利用し、コンバータと送信サーバ、受信ク

ライアントの間はユニキャストを利用する。

　受信側コンバータは、パケットの変換に加えて、パケットを

複製する機能も兼ね備える。これは、配下の複数の受信クライ

アントにデータを配信するためである。

4.3  マルチキャストルータとコンバータの接続
　マルチキャストルータとコンバータの間の接続には、トンネ

リング技術を利用する。トンネリングとは、ネットワーク的に

離れた２点間に論理的な回線を確立するための技術で、両者間

をダイレクトに接続しているように見せることができる。トン

ネリングによる論理回線を確立することで、マルチキャストに

対応していないユニキャストルータを透過してマルチキャスト

パケットを２点間で交換することが可能になる。

　トンネリングの仕組みは次のとおりである。まず、論理回線

の始点から、転送したいマルチキャストパケットを、宛先アド

レスを論理回線の終点のアドレスに設定したユニキャストパケッ

トに格納して送信する。パケットを中継するユニキャストルー

タでは、特別な処理は不要であり、通常のユニキャストの仕組

みに従い、パケットの宛先アドレスを参照して転送する。パケッ

トはバケツリレーでユニキャストネットワークを転送され、論

理回線の終点に送り届けられる。終点では、受信したユニキャ

ストパケットの中に格納されたマルチキャストパケットを取り

出す。

　この仕組みは、原理的には、宅配便で送る荷物の中に、別の

荷物を格納して送ることに似ている。宅配事業者は、外側の荷

物の荷札を見て宛先に送り届ければよく、中に別の荷物が格納

されていることを意識する必要はない。

　トンネリングを実現する技術はいくつかあるが、本システム

では、GRE (Generic Routing Encapsulation) を採用した

[８]。GREは、IETF(3)においてRFC２７８４として国際的に公開

されている技術であり、多くのルータで実装済みであることが

採用の理由である。

4.4  映像配信の流れ
　次に、システムによる映像配信の流れを説明する。ここでは、

説明を簡潔にするために、1台のマルチキャストルータに２台

のコンバータが収容されている構成とし、一方のコンバータを

送信側、もう一方を受信側とする。(図４)

受信クライアント⇒受信側コンバータ

　　受信クライアントは、受信希望のマルチキャストアドレス

の情報を含むリクエストパケットを受信側コンバータに送信

する。このリクエストには、通常のマルチキャストと同様に

IGMPを利用する。ただし、通常のマルチキャストでは、

IGMPパケット自体をマルチキャストで送信するが、本シス

テムでは、受信側コンバータを宛先としたユニキャストで送

信する。

　　受信側コンバータは、IGMPパケットを受信した際に、

IGMPパケットの送信元アドレス（＝受信クライアントのア

ドレス）とリクエストされたマルチキャストアドレスの対応

表を作成する。

受信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　　受信側コンバータは、受信クライアントからのリクエスト

受信をきっかけに、マルチキャストルータに IGMPによるリ

クエストを送信する。ここでは、IGMPパケットはマルチキャ

ストで送信する。こうすることで、マルチキャストルータに

は、特別な拡張が不要になり、通常のマルチキャストの場合

と同様の処理を行えばよいことになる。

　　マルチキャストルータは、どの回線から IGMPパケットを

受信したかを記憶し、その回線とリクエストされたマルチキャ

ストアドレスの対応表を作成する。

送信サーバ⇒送信側コンバータ

　送信サーバは、送信側コンバータの指定UDPポートに向

けて、映像パケットをユニキャストで送信する。

送信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　送信側コンバータは、指定のUDPポートに受信した映像

パケットの宛先アドレスを、そのUDPポートに対応するマ

ルチキャストアドレスに付け替えて、上流のマルチキャスト

ルータに転送する。

　変換の事前準備として、UDPポート番号とマルチキャス

トアドレスの対応付けを設定する必要がある。送信側コンバー

タは、UDPポートにパケットを受信した際に、この対応付

けを参照して変換処理を行う。

マルチキャストルータ⇒受信側コンバータ

　マルチキャストルータは、送信側コンバータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、IGMPパケットを受

信した際に作成したアドレスと回線の対応表を照合する。ア

ドレスが合致した場合、映像パケットを対応する回線上に転

送する。

受信側コンバータ⇒受信クライアント

　受信側コンバータは、マルチキャストルータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、受信クライアントか

ら IGMPパケットを受信した際に作成した対応表のマルチキャ

ストアドレスを照合する。アドレスが合致した場合、映像パ

ケットの宛先アドレスを、受信クライアントのアドレスに付

け替えてユニキャストで送信する。映像パケットは、パケッ

トの宛先アドレスの情報に従ってネットワーク上を転送され、

受信クライアントまで送り届けられる。

　あるマルチキャストアドレスに対して、複数の受信クライ

アントからリクエストを受信していた場合、受信側コンバー

タで映像パケットを複製し、それぞれの受信クライアント宛

てに個別に映像パケットをユニキャストで送信する。

4.5  映像配信プラットフォームの利点
　以下に、本システムの主だった利点を列挙する。

●  映像配信に関わるコストを低減できる

　　配信事業者の立場では、送信するトラヒック量が抑制さ

れるため、ISPへの接続費や送信サーバの設備費を低減す

ることができる。ISPの立場では、配信事業者から流入し

てくるトラヒック量が抑制されるため、それを伝送するた

めの通信機器の設備コストを抑制できる。

●  多様なデータを伝送できる

　　本システムは、基本的にUDPパケットを複製配信する

ためのものであるため、UDPパケットであれば格納され

ているデータは何でも構わない。そのため、任意のエンコー

ド形式の映像データを伝送することが可能である。それ

ばかりか、映像以外のデータ伝送にも適用可能である。

●  既存のマルチキャストの仕組みや装置を利用して基幹ネッ

トワークを構成することができる

　　本システムの基幹部分は、汎用のマルチキャストルー

タを用いて構築するため、拡張性に優れている。各ベン

ダから提供されているルータの中から最適なものを選択し、

ネットワークを構築することができる。また、将来的に

インターネットがマルチキャストに対応した場合、本シ

ステムは、シームレスに接続することが可能である。

4.6  映像配信プラットフォームの課題
　以下に、本システムの主だった現状の課題を列挙する。

●  NAT (Network Address Translation) 環境下のクライ

アントへの配信

　　本システムにてNAT環境下のクライアントに映像を配

信する場合、NATルータにアドレスの対応付けを静的に

設定する必要がある。

　　HTTPベースの映像配信の場合、NATルータの内側の

クライアントから外側のサーバに対してHTTPセッション

のリクエストを開始することで、このセッションに関す

るアドレスの対応付けを動的に作成することができる。

しかし、本システムの場合、NATルータは、クライアン

トからのIGMPパケットとコンバータからの映像パケット

を、それぞれが独立のものであると認識するため、アド

レスの対応付けを動的に作成することができない。

　　この問題は、UDPベースのアプリケーションに共通の

課題であり、本システムにも同じ解決策を適用すること

ができる。具体的には、UPｎP (Universal Plug and 

Play)[9]、STUN (Session Traversal Utilities for 

NAT)[10]、RSIP (Realm Specific IP)[１１]などの技術

を利用することで解決することが可能である。

●  ユーザ認証・認可による限定配信

　　現状、特定のユーザのみに特定のチャンネルを限定的

に配信する仕組みがない。そのため、有料コンテンツの

配信などに適用することが困難である。

　　この問題に関しては、リクエストの IGMPパケットに認

証に関する情報を付加することによって解決することが可

能であると考えられる。

●  配信経路の冗長化

　　クライアントは、IGMPパケットの宛先であるコンバー

タを静的に指定する仕組みになっている。そのため、指定

したコンバータに障害が発生したとしても、指定コンバー

タに対して IGMPパケットを送信し続けることになり、映

像の受信を継続することができなくなってしまう。

　　この問題を解決するためには、コンバータの状態を把握

し、IGMPパケットの送信先を適切に制御する仕組みを導

入する必要がある。
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我が国のブロードバンド契約者のダウンロードトラヒック総量は推定で880Gbps。
この1年で約1.2倍（21.9%増）となった。
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（1）YouTubeの普及時期：2005年12月サービス開始。日本では、2006年3月頃から普及し始めた。
（2）HDTV (High Definition TeleVision)：走査線数が1125本以上であり、画面のアスペクト比が16:9である高精細な映像。

（3）IETF (Internet Engineering Task Force)：インターネットで利用される技術の国際標準を策定している組織。IETFが標準化した技術は、RFC (Request For Comment) と呼ばれる技術文書で公開される。
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マルチキャストコンバータを用いた
オーバーレイマルチキャストによる
効率的な高画質映像配信の実現

The Realization of Efficient Delivering High Quality Video
with Overlay Multicast Network Constructed by The Multicast Converter

楠田 友彦
KUSUDA Tomohiko

1. はじめに

2. インターネットにおける
　 高画質映像配信の課題

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　本稿では、我々が研究開発を行っているインターネットにおいて高画質映像を効率的に配信するための映像配

信プラットフォームシステムの概要とそれによって得られる利点について述べる。

　高画質な映像はデータ量が多いため、インターネットでこのデータを配信するためには膨大なネットワーク帯域が

必要となり、設備や通信などに関わるコスト負担が大きくなるという課題がある。

　映像配信プラットフォームシステムは、この課題を解決するためのものである。本システムでは、我々が開発した

マルチキャストコンバータを用いて構築したマルチキャスト転送用のオーバーレイネットワークを利用する。オーバー

レイネットワークの途中経路で映像データを複製して配信することにより、ユニキャストと比べてトラヒック量を抑制

することができる。
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　高画質映像は、文字や静止画像を利用することが主流だっ

た従来のソリューションに大きな変革をもたらす可能性を秘

めている。なぜなら、映像には、文字や静止画像では伝えら

れなかったインパクトや説得力があるからである。新聞とテ

レビの違いは、まさにその典型的な例である。我々は、近い

将来、インターネットを活用したありとあらゆるビジネス分

野に対するソリューションに、高画質な映像配信を組み合わ

せることが重要になっていくと考えている。

　我々が開発した映像配信プラットフォームシステムを利用

することで、高画質映像の効率的な多地点同時配信を実現で

きる。例えば、スーパーマーケットなどにおける実演販売に本

システムを適用した場合、販売者は、センター拠点においてこ

れまでと同様の実演を行い、その模様を高画質映像にて複数の

スーパーマーケットに同時に配信することで、効率的な宣伝を

行うことができる。

　本稿では、上記システムについて述べる。第２章では、研究

によって解決すべき映像配信の課題について述べる。第３章で

は、第２章で述べる課題を解決する一つの方法であるマルチキャ

ストについて説明する。ただし、現状では、マルチキャストに

は多くの課題があり、実用化が困難である。第３章では、この

課題についても言及する。第４章では、マルチキャストの利点

を活用した映像配信プラットフォームシステムについて説明する。 図１  トラヒック推移

　本章では、インターネットにおいて高画質な映像を配信する

ことに関する課題を整理する。高画質映像を配信するためには、

非常に広いネットワーク帯域を必要とするため、映像配信事業

者やインターネットサービスプロバイダ（以下、ISP）の運用

に大きな負担となるという課題がある。

2.1 インターネットを取り巻く環境
　昨今、インターネット上でやり取りされるトラヒック量が爆

発的に増加している。総務省の調査 (図1、[1]) によると、２００８年

５月の時点における日本国内での1秒平均のダウンロードトラ

ヒック総量は約８７９.６Gbpsと推定され、1年間で約１.２倍となっ

ている。

　トラヒック急増の要因のひとつには、YouTubeなどの動画

投稿サイトに代表される映像配信によるトラヒックが影響して

いると見られる。これは、トラヒックが急増し始めた２００６年

５月が、YouTubeが日本で普及し始めた時期(1)と重なっている

ためである。この時期と比較して、２００８年５月のトラヒック

量は、約１.７倍になっている。

　もうひとつの大きな要因として、FTTH（Fiber To The Home）

の急速な普及が挙げられる。FTTHは、光ファイバを一般家庭

まで直接引き込んだアクセス回線サービスであり、上り下りと

もに最大で１００Mbpsの広帯域なインターネット常時接続環境

を提供するものである。総務省によると、２００８年６月末の時

点での日本国内におけるFTTHの契約数は１,３０８万件に上り、

初めてDSLの契約数を上回った。このことは、改めて、本格

的なFTTH時代を迎えたことを印象付けた。

2.2  高画質映像配信の課題
　HDTV(2)をインターネットで伝送するためには、映像のエン

コード方式にも依存するが、1ストリーム当たり１０～２５Mbps

程度のネットワーク帯域が必要になる。現状、YouTubeで提

供される動画のビットレートが、数百Kbps程度であることを

考慮すると、今後、我々がターゲットと考えるHDTVが主流

となった場合に、映像配信によるトラヒック増加がさらに急進

することが予想される。

　こうしたトラヒックの急増は、インターネットのバックボーン

を形成するISPの運用に大きな負担をかける。ISPの運用は、

現状のトラヒック量で既に限界に近い状態にある。これは、

過度の値下げ競争によって安価になりすぎたインターネット

接続料金では、跳ね上がるインフラの維持コストをカバーし

きれなくなっているためである。料金の値上げや従量制への

移行は、競合他社へのユーザ流出を招くため、容易に実行で

きない。数年前から話題になっている「インフラただ乗り論」

や「ネットワークの中立性」といった議論がISPの厳しさを如

実に物語っている[２]。HDTVが主流となった場合、更なる設

備投資が必要となり、負担増に拍車をかけることになる。

　一方、映像サービスを提供する事業者にしても、膨大なト

ラヒックを配信するためのサーバ設備のコストやISPへの接続

費は大きな負担になる。２５MbpsのビットレートのHDTVを

配信するとした場合、高々、４０ユーザに配信するだけで

1Gbpsのネットワーク帯域を占有することになる。映像サー

ビス事業者が ISPやデータセンターから1Gbpsの占有回線を

借りる場合、月額２５０～３００万円の費用が発生する[３]。この

費用負担をユーザに転嫁した場合、HDTVを配信するメリッ

トは失われてしまう。

3. マルチキャスト
　本章では、マルチキャストの技術概要と課題について説明

する。マルチキャストは、前述の映像配信に伴うトラヒック

増加の課題を解決する技術として注目されているが、利用す

るためには解決しなければならない課題も多い。

3.1 マルチキャスト
　マルチキャストとは、同一のデータを一つの送信元から複

数の宛先に同時配信する一対多の通信方式であり、インターネッ

トで一般に利用されている一対一の通信方式であるユニキャ

ストを利用するよりも効率的なデータ配信を実現するもので

ある[４][５]。

　ユニキャストでは、複数の宛先に同一のデータを届ける場合、

送信元でそれぞれの宛先に対して個々のデータを用意して送

信する必要がある。そのため、宛先が多くなればなるほど、

送信しなければならないデータ量もそれに比例して増大する。

その結果、送信元の処理負荷が高まり、必要なネットワーク

帯域も広くなる。

　一方、マルチキャストの場合、送信元からはデータを一つ

だけネットワークに送信するだけでよい。データは、ネットワー

クの適切な位置で複製されて複数の宛先に届けられる。途中

で複製することによって、ネットワーク全体に流通するデー

タの総量を抑制することができる。

　マルチキャストによる通信を行うためには、送信元、宛先

の端末はもちろんのこと、ネットワークを構成するルータも

マルチキャストに対応している必要がある。マルチキャスト

に対応したルータ（マルチキャストルータ）は、データを複

製する機能と配信経路を制御する機能を持つ。

　ルータは、データをマルチキャストかユニキャストのどち

らの通信方式で処理すべきかを、パケットの宛先アドレスによっ

て判断する。IPの仕様では、アドレス値の範囲がユニキャス

ト用とマルチキャスト用で明確に区分けされており、アドレ

スの値によってどちらであるか判断できるようになっている。

ただし、宛先アドレスの意味は、両者で異なる。ユニキャス

トでは、通信相手のネットワーク上の位置を一意に特定する

識別子として利用する。それに対して、マルチキャストでは、

チャンネルを一意に特定する識別子として利用する。

　本稿では、宛先アドレスがマルチキャスト用のアドレスで

あるパケットをマルチキャストパケット、宛先アドレスがユ

ニキャスト用のアドレスであるパケットをユニキャストパケッ

トと呼ぶ。

　また、パケットの配信方法も異なっている (図２)。ユニキャ

ストの場合は、宛先アドレスによって受信者の位置が一意に

特定されるため、ネットワーク側ではその情報をもとにパケッ

トを宛先まで転送することができる。しかし、マルチキャス

トの場合、宛先アドレスはチャンネル情報を示しているだけ

であり、どこに送り届ければよいかわからない。そこで、マ

ルチキャストでは、データを受信したいユーザが、IGMP（Internet 

Group Management Protocol）というプロトコルを使用し

て、LAN上のマルチキャストルータに受信したいマルチキャ

ストアドレスの情報をリクエストするようになっている[６][７]。

このリクエスト情報は、マルチキャストの経路制御プロトコ

ルによってネットワーク内に伝播されるので、各マルチキャ

ストルータは、どこに受信希望のユーザが存在するか認識す

ることができる。

　マルチキャストによる映像配信の概念は、一般的なテレビ

放送と似ている。両者とも、配信者側からあらかじめ決めら

れたチャンネルに映像を配信し、ネットワークを経由して複

数の受信者のところまで送り届ける仕組みになっている。テレ

ビ放送の場合は、チャンネル＝周波数帯であり、ネットワーク

＝親局・中継局から構成される電波ネットワークである。一方、

マルチキャストの場合は、チャンネル＝マルチキャストアドレ

スであり、ネットワーク＝マルチキャストルータから構成され

るパケットネットワークである。

3.2  マルチキャストの課題
　前述の通り、マルチキャストを利用すれば、放送型による映

像配信を効率的に行うことができる。ところが、現状のインター

ネットでは、マルチキャストを利用することができない。これ

は、インターネットを構成するルータが、マルチキャストに未

対応であるためである。正確には、マルチキャストの機能自体

はほとんどのルータに実装されているものの、機能を無効にし

て運用されている。そのため、インターネットにマルチキャストパ

ケットを送信した場合、処理されずに途中で廃棄されてしまう。

　こうした現状には、いくつかの要因が考えられる。以下に主

だったものを列挙する。

●  技術者の問題

　　現状では、マルチキャストを運用できる技術者が少ない。

マルチキャストネットワークを運用するには、ユニキャス

トネットワークの運用とはまったく異なる技術が必要であ

る。

●  経路制御プロトコルの問題

　　組織間における経路制御プロトコルのデファクトスタン

ダードが確立していない。そもそも、インターネット全域

をカバーするだけのスケーラビリティを持つ経路制御プロ

トコルが存在していないことが問題である。

●  安定性の問題

　　ユニキャストと比較して枯れた技術ではなく、ルータの

処理負荷も高いため、少なからずルータの動作に不具合が

発生する恐れがある。ユニキャストとマルチキャストの設

備が共用である場合、マルチキャストに起因する不具合に

よって、最優先であるユニキャストサービスにまで悪影響

が及ぶため、ISPの立場からは導入に慎重にならざるを得

ない。

●  普及の問題

　　マルチキャストで通信を行うには、エンドツーエンドの

伝送路の間に介在するすべてのルータがマルチキャストに

対応し、適切な経路制御が行われなければならない。その

ため、すべての環境においてマルチキャスト通信ができる

ようになるには、長い時間を要すると思われる。

図２  マルチキャストの概要

4. オーバーレイマルチキャストを
　 利用した映像配信プラットフォーム

図３  システム構成 図４  映像配信の流れ
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　本章では、我々が研究開発したマルチキャスト用のオーバー

レイネットワークをベースとした映像配信プラットフォーム

システムについて説明する。本システムを利用することで、

インターネット上でマルチキャストを有効に活用し、効率的

な映像配信を実現することができる。

　オーバーレイネットワークとは、あるネットワーク上に仮

想的に構築された用途や目的の異なるネットワークを指す。

インターネットVPN (仮想プライベートネットワーク) は、オー

バーレイネットワークの代表的なものであり、インターネッ

トという広く開放されたネットワーク上に、閉じられた仮想

的なネットワークを構築することで、利用者間の安全な通信

を実現するという目的を果たしている。

4.1  システム構成
　まず、映像配信プラットフォームシステムの全体構成を図３

に示す。システムの基幹部分は、我々が開発したマルチキャ

ストコンバータ (以下、コンバータ) と汎用的なマルチキャス

トルータから構成される。マルチキャストルータは、データ

センターなどのインターネットに高速な回線で接続されてい

る拠点に設置する。コンバータは、Webのプロキシサーバの

ように、アクセス系 ISPや企業などのユーザに近いネットワー

クの内部に設置する。また、送信側である配信事業者のネット

ワークにも設置する必要がある。説明の便宜上、配信事業者に

設置するコンバータを送信側コンバータ、ISPに設置するコン

バータを受信側コンバータと呼ぶが、実際のコンバータは送受

信両方の機能を併せ持っている。

　これに加え、映像を IP配信するための送信サーバ、及び、

その映像を受信・再生するための受信クライアントが必要とな

る。送信サーバは、送信側コンバータを利用し、受信クライアン

トは、受信側コンバータを利用する。送信サーバと受信クライ

アントは、本システム専用である必要はなく、様々なベンダか

ら提供されている映像送受信システムを利用することができる。

ただし、受信クライアントには、我々が開発した受信制御ツー

ルをインストールする必要がある。

4.2  コンバータ
　送信側コンバータは、ユニキャストパケットをマルチキャス

トパケットに変換する機能を持つ。受信側コンバータは、逆に、

マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換する機

能を持つ。つまり、コンバータとマルチキャストルータの間で

はマルチキャストを利用し、コンバータと送信サーバ、受信ク

ライアントの間はユニキャストを利用する。

　受信側コンバータは、パケットの変換に加えて、パケットを

複製する機能も兼ね備える。これは、配下の複数の受信クライ

アントにデータを配信するためである。

4.3  マルチキャストルータとコンバータの接続
　マルチキャストルータとコンバータの間の接続には、トンネ

リング技術を利用する。トンネリングとは、ネットワーク的に

離れた２点間に論理的な回線を確立するための技術で、両者間

をダイレクトに接続しているように見せることができる。トン

ネリングによる論理回線を確立することで、マルチキャストに

対応していないユニキャストルータを透過してマルチキャスト

パケットを２点間で交換することが可能になる。

　トンネリングの仕組みは次のとおりである。まず、論理回線

の始点から、転送したいマルチキャストパケットを、宛先アド

レスを論理回線の終点のアドレスに設定したユニキャストパケッ

トに格納して送信する。パケットを中継するユニキャストルー

タでは、特別な処理は不要であり、通常のユニキャストの仕組

みに従い、パケットの宛先アドレスを参照して転送する。パケッ

トはバケツリレーでユニキャストネットワークを転送され、論

理回線の終点に送り届けられる。終点では、受信したユニキャ

ストパケットの中に格納されたマルチキャストパケットを取り

出す。

　この仕組みは、原理的には、宅配便で送る荷物の中に、別の

荷物を格納して送ることに似ている。宅配事業者は、外側の荷

物の荷札を見て宛先に送り届ければよく、中に別の荷物が格納

されていることを意識する必要はない。

　トンネリングを実現する技術はいくつかあるが、本システム

では、GRE (Generic Routing Encapsulation) を採用した

[８]。GREは、IETF(3)においてRFC２７８４として国際的に公開

されている技術であり、多くのルータで実装済みであることが

採用の理由である。

4.4  映像配信の流れ
　次に、システムによる映像配信の流れを説明する。ここでは、

説明を簡潔にするために、1台のマルチキャストルータに２台

のコンバータが収容されている構成とし、一方のコンバータを

送信側、もう一方を受信側とする。(図４)

受信クライアント⇒受信側コンバータ

　　受信クライアントは、受信希望のマルチキャストアドレス

の情報を含むリクエストパケットを受信側コンバータに送信

する。このリクエストには、通常のマルチキャストと同様に

IGMPを利用する。ただし、通常のマルチキャストでは、

IGMPパケット自体をマルチキャストで送信するが、本シス

テムでは、受信側コンバータを宛先としたユニキャストで送

信する。

　　受信側コンバータは、IGMPパケットを受信した際に、

IGMPパケットの送信元アドレス（＝受信クライアントのア

ドレス）とリクエストされたマルチキャストアドレスの対応

表を作成する。

受信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　　受信側コンバータは、受信クライアントからのリクエスト

受信をきっかけに、マルチキャストルータに IGMPによるリ

クエストを送信する。ここでは、IGMPパケットはマルチキャ

ストで送信する。こうすることで、マルチキャストルータに

は、特別な拡張が不要になり、通常のマルチキャストの場合

と同様の処理を行えばよいことになる。

　　マルチキャストルータは、どの回線から IGMPパケットを

受信したかを記憶し、その回線とリクエストされたマルチキャ

ストアドレスの対応表を作成する。

送信サーバ⇒送信側コンバータ

　送信サーバは、送信側コンバータの指定UDPポートに向

けて、映像パケットをユニキャストで送信する。

送信側コンバータ⇒マルチキャストルータ

　送信側コンバータは、指定のUDPポートに受信した映像

パケットの宛先アドレスを、そのUDPポートに対応するマ

ルチキャストアドレスに付け替えて、上流のマルチキャスト

ルータに転送する。

　変換の事前準備として、UDPポート番号とマルチキャス

トアドレスの対応付けを設定する必要がある。送信側コンバー

タは、UDPポートにパケットを受信した際に、この対応付

けを参照して変換処理を行う。

マルチキャストルータ⇒受信側コンバータ

　マルチキャストルータは、送信側コンバータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、IGMPパケットを受

信した際に作成したアドレスと回線の対応表を照合する。ア

ドレスが合致した場合、映像パケットを対応する回線上に転

送する。

受信側コンバータ⇒受信クライアント

　受信側コンバータは、マルチキャストルータから転送され

てきた映像パケットの宛先アドレスと、受信クライアントか

ら IGMPパケットを受信した際に作成した対応表のマルチキャ

ストアドレスを照合する。アドレスが合致した場合、映像パ

ケットの宛先アドレスを、受信クライアントのアドレスに付

け替えてユニキャストで送信する。映像パケットは、パケッ

トの宛先アドレスの情報に従ってネットワーク上を転送され、

受信クライアントまで送り届けられる。

　あるマルチキャストアドレスに対して、複数の受信クライ

アントからリクエストを受信していた場合、受信側コンバー

タで映像パケットを複製し、それぞれの受信クライアント宛

てに個別に映像パケットをユニキャストで送信する。

4.5  映像配信プラットフォームの利点
　以下に、本システムの主だった利点を列挙する。

●  映像配信に関わるコストを低減できる

　　配信事業者の立場では、送信するトラヒック量が抑制さ

れるため、ISPへの接続費や送信サーバの設備費を低減す

ることができる。ISPの立場では、配信事業者から流入し

てくるトラヒック量が抑制されるため、それを伝送するた

めの通信機器の設備コストを抑制できる。

●  多様なデータを伝送できる

　　本システムは、基本的にUDPパケットを複製配信する

ためのものであるため、UDPパケットであれば格納され

ているデータは何でも構わない。そのため、任意のエンコー

ド形式の映像データを伝送することが可能である。それ

ばかりか、映像以外のデータ伝送にも適用可能である。

●  既存のマルチキャストの仕組みや装置を利用して基幹ネッ

トワークを構成することができる

　　本システムの基幹部分は、汎用のマルチキャストルー

タを用いて構築するため、拡張性に優れている。各ベン

ダから提供されているルータの中から最適なものを選択し、

ネットワークを構築することができる。また、将来的に

インターネットがマルチキャストに対応した場合、本シ

ステムは、シームレスに接続することが可能である。

4.6  映像配信プラットフォームの課題
　以下に、本システムの主だった現状の課題を列挙する。

●  NAT (Network Address Translation) 環境下のクライ

アントへの配信

　　本システムにてNAT環境下のクライアントに映像を配

信する場合、NATルータにアドレスの対応付けを静的に

設定する必要がある。

　　HTTPベースの映像配信の場合、NATルータの内側の

クライアントから外側のサーバに対してHTTPセッション

のリクエストを開始することで、このセッションに関す

るアドレスの対応付けを動的に作成することができる。

しかし、本システムの場合、NATルータは、クライアン

トからのIGMPパケットとコンバータからの映像パケット

を、それぞれが独立のものであると認識するため、アド

レスの対応付けを動的に作成することができない。

　　この問題は、UDPベースのアプリケーションに共通の

課題であり、本システムにも同じ解決策を適用すること

ができる。具体的には、UPｎP (Universal Plug and 

Play)[9]、STUN (Session Traversal Utilities for 

NAT)[10]、RSIP (Realm Specific IP)[１１]などの技術

を利用することで解決することが可能である。

●  ユーザ認証・認可による限定配信

　　現状、特定のユーザのみに特定のチャンネルを限定的

に配信する仕組みがない。そのため、有料コンテンツの

配信などに適用することが困難である。

　　この問題に関しては、リクエストの IGMPパケットに認

証に関する情報を付加することによって解決することが可

能であると考えられる。

●  配信経路の冗長化

　　クライアントは、IGMPパケットの宛先であるコンバー

タを静的に指定する仕組みになっている。そのため、指定

したコンバータに障害が発生したとしても、指定コンバー

タに対して IGMPパケットを送信し続けることになり、映

像の受信を継続することができなくなってしまう。

　　この問題を解決するためには、コンバータの状態を把握

し、IGMPパケットの送信先を適切に制御する仕組みを導

入する必要がある。

5. おわりに
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　本稿では、我々が研究している映像配信プラットフォーム

システムを利用することで、高画質映像を多地点に効率的に

配信することができることを示した。今後は、富山 IX（Int-

ernet eXchange）に接続する ISPや大学にコンバータを

設置し、本システムの有効性や課題を検証するフィールド実

験を実施する予定である。

　なお、本研究の一部は、総務省「戦略的情報通信研究開発

推進制度（SCOPE）」の支援を受けて実施した。

KUSUDA Tomohiko

楠田　友彦

● 株式会社インテックシステム研究所 ICT研究部

● 映像配信を始めとするネットワーク関連技術の研究開発に従事

（出典：総務省、文献［1］p7「我が国のインターネットトラヒックの推移」より抜粋）
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我が国のブロードバンド契約者のダウンロードトラヒック総量は推定で880Gbps。
この1年で約1.2倍（21.9%増）となった。
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（1）YouTubeの普及時期：2005年12月サービス開始。日本では、2006年3月頃から普及し始めた。
（2）HDTV (High Definition TeleVision)：走査線数が1125本以上であり、画面のアスペクト比が16:9である高精細な映像。

（3）IETF (Internet Engineering Task Force)：インターネットで利用される技術の国際標準を策定している組織。IETFが標準化した技術は、RFC (Request For Comment) と呼ばれる技術文書で公開される。




