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ネットワークシステムの耐故障性を高める手法としてチェックポイントリカバリの研究が広く進められている。シ
ステムに故障が発生した後にチェックポイントが定めるグローバル状態から正しく処理を再開するためには 、各
プロセスが設定したチェックポイントの集合が一貫性を持つものであることが必要となる。これまでに、マルチメ
ディアネットワークシステムのための一貫性評価が提案されているが 、各パケットの価値が他のパケットとは独立
に評価できることが前提とされている。MPEG のような圧縮画像データでは、パケットに含まれるデータが何フ
レームの再生に寄与するかがそれぞれのパケットによって異なっている。本論文では、MPEG を対象としてピク
チャの参照数によってパケットの価値を評価するマルチメデ ィアチェックポイントの一貫性評価手法を提案する。
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For achieving mission-critical property in multimedia communication network systems, the authors have designed a series of checkpoint protocols. A global state determined by a set of local checkpoints called a global
checkpoint is reguired to be consistent for reasonable recovery. Due to much larger multimedia messages than
conventional data messages, a local checkpoint is required to be taken even during a communication event. For
supporting such situation, the authors have proposed a novel criteria for evaluation of consistency. Though it
assumes that value of each lost packet is evaluated independently of the other packets. However, in MPEG
Transmission Networks, some packets are related to achievement of multiple frames and others are not. That
is, value of a packet is determined not only by content of the packet but also by numbers of frames requiring the
packet. In this paper, the authors proposes a novel method for evaluation of packets depending on structure of
MPEG data messages.
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背景と目的

障害に対して耐性を持つネットワークアプリケーショ
ン実行環境を実現する手法のひとつとしてチェックポイ
ントリカバリ手法が研究されている。ここでは、ネット
ワークアプ リケーションを実行する各プロセスが正常
動作時の状態情報を安定記憶に保存し 、障害発生時に
はシステム内のすべてのプロセスが保存されている状
態から処理を再開する。ただし 、各プロセスが設定し
たチェックポイントの集合は、リカバリ後のシステム動
作に矛盾を発生させない一貫性のあるグローバル状態
を定めることが求められる [1]。一方、メッセージサイ
ズが大きく、ひとつの メッセージが複数のパケットの
集合として送受信されるマルチメデ ィアネットワーク
においては 、メッセージの一部がリカバリ時に失われ
てもシステム動作に必ずしも矛盾を発生しないことに
注目し 、リカバリ時に失われるパケット群に基づいた
新しい一貫性の評価方法が提案されている [2]。ここで
は 、従来の二値による一貫性評価ではなく、連続多値
による評価としている。この評価値を得るために 、紛
失パケット群の持つ価値から メッセージの一貫性評価
値を得るいくつかのモデルが論文 [2] で示されているも
のの、紛失パケットの持つ価値についての議論はなさ
れていない。そこで本論文では、MPEG データ配送を
対象としたパケット価値モデルを提案し 、これに基づ
くメッセージの一貫性評価について述べる。

2

図 1: 紛失メッセージと孤児メッセージ
セージ m が 、send(m) → ci かつ cj → receive(m) を
満たすとき、m を紛失メッセージという。2

[孤児メッセージ ]
チェックポイント ci を設定したプロセス pi からチェッ
クポイント cj を設定したプロセス pj へ送信されたメッ
セージ m が 、ci → send(m) かつ receive(m) → cj を
満たすとき、m を孤児メッセージという。2
これに対して、メッセージを構成するパケットをプ
ロセス間通信の単位とすることにより、各プロセスが
ローカルチェックポイントをメッセージの送受信中に設
定することが可能となる。ただし 、これによって以下
の紛失パケット、孤児パケットが発生する。

マルチメディアチェックポイント の一貫性

コンピュータネットワークシステムにおいて耐故障
性を実現する手法としてチェックポイントリカバリ手法
が提案されている。チェックポイントリカバリ手法は、
チェックポイントの設定手法とリカバリ手法から成る。
アプリケーションを実行するプロセスは、正常動作時の
アプ リケーションの変数値やレジスタ値など の状態情
報を安定記憶に保存し 、チェックポイントを設定する。
システム内に故障が発生した場合には 、システム内の
すべてのプロセスが保存しておいた状態情報を読み込
むことでチェックポイント設定時の状態を再現し 、アプ
リケーションの実行を再開することでリカバリする。
ここで、安定記憶とは、故障独立した記憶装置を多
重化することにより、故障が発生したとしても保存し
ておいた状態情報が失われないという記憶装置である。
ただし 、リカバリ後のシステムが正し く処理を再開す
るためには、プロセスが設定したチェックポイントの集
合で定まるグローバル状態が一貫性を満たしたもので
ある必要がある。
論文 [1] では、メッセージをプロセス間通信の単位と
し 、各プロセスのローカルチェックポイントをメッセー
ジの送受信イベント中には設定できないという仮定の
もとで 、以下の紛失メッセージ 、孤児メッセージが存
在しないグローバルチェックポイントのみ一貫性がある
と定義している。

[紛失メッセージ ]
チェックポイント ci を設定したプロセス pi からチェッ
クポイント cj を設定したプロセス pj へ送信されたメッ

図 2: 紛失パケットと孤児パケット

[紛失パケット ]
チェックポ イント ci を設定し たプ ロセス pi からチェ
ックポイント cj を設定したプロセス pj へ送信された
メッセージ m がパケット hpa1 , pa2 , . . . , pal−1 i で構成
されているとする。このとき、send(pak ) → ci かつ
cj → receive(pak ) を満たすとき、pak を紛失パケット
という。2
[孤児パケット ]
チェックポ イント ci を設定し たプ ロセス pi からチェ
ックポイント cj を設定したプロセス pj へ送信された
メッセージ m がパケット hpa1 , pa2 , . . . , pal−1 i で構成
されているとする。このとき、ci → send(pak ) かつ
receive(pak ) → cj を満たすとき、pak を孤児パケット
という。2
論文 [2] では、通信イベントが一括送信イベントと一
括受信イベントのみからなる通信モデルのもとで、以
下の性質が成り立つとしている。

[メッセージの一貫性]
孤児パケットはリカバリ回復時に再送信されることか

−32−

ら 、メッセージの一貫性を低下させない。紛失パケッ
トはリカバリ回復時に再送信されないことから 、メッ
セージの一貫性を低下させる。2

[メッセージの一貫性低下の独立性]
あるメッセージの孤児パケット、紛失パケットが他の
メッセージの一貫性に影響を与えない。2
この性質に基づくと、各プロセスが送受信したメッセー
ジの一貫性を紛失パケットの価値に基づいて他のプロ
セスとは独立に評価し 、これらの統合によってグロー
バルチェックポイントの一貫性を評価できる [2]。

3

MPEG パケット の価値評価モデル

論文 [2] では、紛失パケットによって運ばれるデータ
の価値について 、紛失パケットの増加に対して失われ
る価値が単調に減少すること、すなわち、各パケットの
持つ価値が非負の値であること、および 、パケットの価
値は他のパケットとは独立に評価できることを想定し 、
紛失パケット群によって運ばれる価値の総和とメッセー
ジの一貫性評価との関係を定めるいくつかのモデルを
提示している。この評価手法は、各パケットに含まれる
データが独立に生成される無圧縮マルチメデ ィアデー
タに対しては有効な手法である。しかし 、現在のネッ
トワーク状況では 、圧縮マルチメデ ィアデータをネッ
トワーク上で交換する方法が広く用いられている。こ
の場合、マルチメディアメッセージを配送する各パケッ
トの価値は 、データ部に含まれる部分マルチメディア
データの役割によって大きく異なる。また、あるパケッ
トによって運ばれる部分マルチメデ ィアデータを解釈
(再生) するために、他のパケットによって運ばれる部
分マルチメデ ィアデータを必要とするという依存関係
が存在する場合には、これまでの各パケットを独立に
評価する手法をそのまま使うことができない。そこで、
以下では、MPEG (Moving Picture Expert Group) を
対象として、圧縮マルチメデ ィアメッセージの一貫性
評価手法を考える。画像データはフレームの列として
提供されるが 、以下では各フレームの価値は同一であ
ることを仮定する。
ネットワークを介して交換される MPEG メッセー
ジは 、階層的に構成されているが 、本論文ではシーケ
ン ス層、GOP (Group Of Picture) 層、ピ クチャ層の
3 層に注目する。シーケンス層は、MPEG メッセージ
の全体である。GOP 層は解釈 (再生) 単位となる GOP
の列である。各 GOP は再生に対して独立である。す
なわち、GOP の異なるピ クチャが紛失、損傷しても、
フレームの再生を正しく行なうことができる。一般に、
0.5 秒間の再生に相当する 15 フレーム分の画像データ
がひとつの GOP を構成する方法が広く用いられてい
る。ピ クチャ層は 、圧縮画像データ群をピ クチャの列
として実現したものである。ピクチャには、フレーム
データを完全に含むものと 、差分データのみを含むも
のとがあり、ピ クチャ間には依存関係が存在する。図
3 は、広く用いられている GOP の構成を示したもので
ある。
ピクチャには、I ピクチャ、P ピクチャ、B ピクチャ

図 3: GOP の構成
の 3 種類がある。I ピクチャは 1 枚のフレーム画像の情
報について符号化された情報をすべて保持している。P
ピクチャは直前の I または P ピクチャによって得られ
るフレーム画像との差分情報を保持する。B ピ クチャ
は、直前および 直後の I または P ピクチャによって得
られるフレーム画像との差分情報を保持する (図 4)。ひ
とつの GOP によって再生され るフレーム画像を順に
F1 、. . . 、F15 とするとき、各フレーム画像の生成がど
のフレームとピクチャを用いて行なわれるかをまとめ
たものを表 1 に示す。また、表 1 を用いて各ピ クチャ
を直接的、間接的に参照するフレームをまとめたもの
を表 2 に示す。ここでは、Fi を生成する際に Bk を用
いるならば 、Fi は Bk を直接的に参照することとする。
また、Fi を生成する際に Fj を用い、Fj を生成する際
に Bk を用いるならば 、Fi は Bk を間接的に参照する
こととする。したがって表 2 は、各ピクチャが GOP 内
の何番目のフレーム再生に寄与しているかを整理した
ものがである。例えば 、GOP の 4 番目に位置する P ピ
クチャP4 の全部あるいは一部が紛失した場合、2 番目
から 15 番目までの 14 フレームの再生が不可能、ある
いは画像の劣化等の不具合が発生することになる。
表 1: フレームの再生に必要なフレームとピクチャ
フレーム フレームおよびピクチャ
F1
I1
F2
F1 , F4 , B 2
F3
F1 , F4 , B 3
F4
F1 , P4
F5
F4 , F7 , B 5
F6
F4 , F7 , B 6
F7
F4 , P7
F8
F7 , F10 , B8
F9
F7 , F10 , B9
F10
F7 , P10
F11
F10 , F13 , B11
F12
F10 , F13 , B12
F13
F10 , P13
F14
F13 , B14
F15
F14 , B15

GOP を構成する各ピクチャは、ヘッダ部とデータ部
から構成されている。ヘッダ 部には 、このピクチャを
用いてフレームを再生するために必要な情報が含まれ
ていることから、ヘッダ部を含むパケットが紛失パケッ
トとなる場合、リカバリ回復時には、このピ クチャを
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表 2: 各ピクチャを参照するフレーム
ピクチャ フレーム
I1
F1 , F2 , F3 , F4 , F5 , F6 , F7 , F8 , F9 , F10 ,
F11 , F12 , F13 , F14 , F15
B2
F2
B3
F3
P4
F2 , F3 , F4 , F5 , F6 , F7 , F8 , F9 , F10 , F11 ,
F12 , F13 , F14 , F15
B5
F5
B6
F6
P7
F5 , F6 , F7 , F8 , F9 , F10 , F11 , F12 , F13 , F14 ,
F15
B8
F8
B9
F9
P10
F8 , F9 , F10 , F11 , F12 , F13 , F14 , F15
B11
F11
B12
F12
P13
F11 , F12 , F13 , F14 , F15
B14
F14
B15
F15

一貫性評価

論文 [2] の手法では、紛失パケットの価値の総和に基
づいて メッセージの一貫性を低下させる評価を行って
いる。しかし 、MPEG では各ピクチャが複数のフレー
ム再生に寄与しており、各フレームは複数のピクチャを
参照して再生されるそこで、GOP の i 番目のピクチャ
のデータがヘッダを含むパケットとデータを含む ni 個
のパケットによって配送され る場合、これらのパケッ
トが紛失パケットとなった場合の価値の評価方法を以
下のように定める。

[紛失パケット の価値の評価]
• ヘッダを含むパケットは、このピクチャを参照する
すべてのフレームの再生に必要である。したがっ
て、これら全フレームの価値の総和がこのパケッ
トの価値である。
• ni パケットに分割されたデータの j 番目を含むパ
ケットには、このピ
クチャを参照するすべてのフ
h

i−1 i
レーム全体の ni , ni の部分の再生に必要であ
る。したがって、これら全フレームの価値の総和
の 1/ni がこのパケットの価値である。2

図 4: ピクチャの参照関係

必要とするフレームを再生することができない。また、
データ部はそのサイズに依存するが 、一般にはひとつ
のピクチャの一部がひとつのパケットに含まれている。
すなわち、ひとつのピ クチャは複数のパケットに分割
されて配送される。ピクチャ内には、画像データそのも
のの圧縮データであるイントラデータと イントラデー
タのフレーム間移動データであるベクトルデータから
なるが 、ここでは単純のため、n パケットに分割された
あるピ クチャのデータは 、各パケットがこれを用いた
再生画像の 1/n ずつに寄与するものとする。また、こ
のピ クチャを直接参照するフレームの再生に等し く寄
与するものとする。
以上から各パケットの価値は、そのパケットが１つ
のフレームのどれだけの割合に寄与するデータを含ん
でおり、いくつのフレームに影響を及ぼすかという 2
点によって評価できる。すなわち、パケットがピクチャ
ヘッダを含む場合は、(参照するフレーム数) だけのフ
レーム再生に寄与しており、ピ クチャヘッダを含まな
い場合は、(参照するフレーム数)/(ピクチャデータを含
むパケット数) だけのフレーム再生に寄与していると評
価し 、これをパケットの価値とする。

マルチメデ ィアチェックポイントの一貫性を評価す
るためにここで定められた紛失パケットの価値に基づ
いてマルチメデ ィアメッセージの一貫性を評価する場
合、紛失パケットの価値を単純に精算することでリカ
バリ回復時に再生できないフレーム数を多重に評価し
ないようにする。例えば 、10 パケットの P4 の 7 番目
から 10 番目を失うことによって、4/10 × 12 = 4.8 フ
レーム分を失い、8 パケットの P10 の 5 番目と 6 番目
を失うことによって 2/8 ×6 = 1.5 フレーム分を失う
6 6
が 、フレーム全体の 10
, 8 については 、10 番目から
15 番目のフレームで重複評価されている。この重複分
が (6/8 − 6/10) × 6 = 0.9 になることから 、全体では
4.8 + 1.5 − 0.9 = 5.4 フレームの紛失となる。

5

まとめ

本論文では 、マルチメディアチェックポイントの一
貫性評価において 、紛失パケットの存在によって低下
する一貫性を MPEG データを対象として評価する方法
を提案した。今後は、この評価方法を用いたチェックポ
イントプロトコルを構成し 、高い一貫性を得るための
工夫とそれによるプロトコルオーバーヘッド を実験評
価する。

参考文献
[1] Chandy, K.M. and Lamport, L., “Distributed Snapshots: Determining Global States of Distributed Systems,” ACM Trans. on Computer Systems, Vol. 3,
No. 1, pp. 63–75 (1985).
[2] Osada, S. and Higaki, H., “Checkpoint Protocols
in Multimedia Communication Networks,” Proceedings of the 2nd International Conference on Software
Engineering, Artificial Intelligence, Networking and
Parallel/Distributed Computing, pp. 346–353 (2001).

−34−

