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IPv6マルチキャストに対応したMPEG2伝送システム
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概要
次世代インターネットの通信方式として研究開発が進められているIPv6では, 1対多の通信を実現するマルチ
キャスト機能が標準でサポートされ,動画像放送への本格的利用が期待されている.一方,高速通信網の普及によ
り,高品質動画像伝送に対する要求が高まってくると考えられる.今後インターネット上では,より高品質の動画
像伝送が増加し,ネットワーク上のトラフィックのほとんどは動画像になるとも言われている.本稿では, MPEG2
による動画像をIPv6ネットワーク上で伝送することに注目し, IPv6マルチキャストおよびIPsecを用いた動画像
伝送システムの構築および実験について報告する.本システムにより50Mbpsを越えるHDTV動画像伝送が可能
であり, IPsecを併用した場合でも20Mbpsの伝送が可能であることなどを示す.
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Abstract
Internet Protocol version 6 as the next generation Internet
protocol includes multicasting
capabilities
and
contributes
to deploy the broadcasting
applications
for moving pictures over the Internet.
As spreading
wide
bandwidth
networks, the Internet users require to transfer high quality moving pictures.
Video and audio data
will occupy the almost all Internet
bandwidth
in the near future. In this paper, we focus on transmission
of
video and audio data compressed by MPEG2 on IPv6 networks. We show an MPEG2 transfer system using
IPv6 multicast
with IPsec. We also demonstrate the system has capability
of over 50Mbps HDTV MPEG2
video transfer without IPsec, and of 20Mbps with IPsec.

1 まえがき
Internet Protocol version 6 (IPv6)[l]は次世代イン
ターネットの通信方式として,各方面で研究開発が進
められている. IPv6では1対多の通信を実現するマル
チキャスト機能が標準でサポートされ,動画像放送へ
の本格的利用が期待されている.

が十分確保できないことを前提として,低品質の動画
像利用が多かった.前者の問題は,マルチキャストを
標準装備するIPv6の普及により解決されるであろう.
後者は,今後高速通信網の普及により,高品質動画伝
送に対する要求が高まってくると考えられる.
低速回線で使用される画像圧縮方式はH.261, H.263,

IPマルチキャストの応用としては,インターネット上

MPEG4などで64Kbps‑1.5Mbps程度の通信帯域を使
用する.それに対し通常のテレビ品質(SDTV)画像を

に構築された世界的な実験ネットワークMBone[2]が知
られている.しかし,現在主流のIPv4ではマルチキャ

MPEG2[3]方式で圧縮すると4Mbps‑15Mbps,高品質
テレビ(HDTV)画像をMPEG2で圧縮すると30Mbps

スト機能はオプションとして提供されていることもあ

‑80Mbps程度必要となる.これらの圧縮方式では画像
フレーム間の相関を利用しているが,フレーム間圧縮を
行わないDV方式では, SDTV画像であっても30Mbps
程度の帯域を必要としてしまう. SDTV品質でDV方式

り,マルチキャストネットワークの普及の伸び悩みが
問題となっている.また, MBone上では動画像,音声,
文字情報等が交換されているが,これまでは通信帯域

2 予備実験
MPEG2伝送実験における実験環境を図2および表
1に示す. MPEG2ストリームの符号/復号化には沖電
気のYS3200、 VIDEO CODECを使用し, MPEG2‑TS
(Transport Stream)のエンコーダ/デコーダへの入出
力レートは6.144/8.192/9.216/12.288/16.384Mbps(可
変)で行なった. MPEG2‑TSはMPEG2ストリームを
伝送する場合における最小基本単位である.実験を行っ
たサイト間は約40Km離れており,サイト間はATM
専用線により接続されrouter A, router B間のATM
伝送速度は36Mbpsである.マルチキャストルーティ
ングおよびIPsecの設定に関しては, KAMEプロジェ

とMPEG2方式を比較すると, MPEG2方式が画像圧
縮に伴う遅延時間が0.1‑0.2秒程度大きくなるが,画
像品質自体にそれ程大きな差は見られないW(図1).
今後インターネット上では,より高品質の動画像伝
送が増加し,ネットワーク上のトラフィックのほとんど
は動画像になるとも言われている.本稿では,帯域圧縮
率の大きなMPEG2をIPv6ネットワーク上で伝送する
ことに注目し, IPv6マルチキャストおよびIPsec【5]を
用いたSDTV画像伝送システムの構築および実験,さ
らにHDTV画像伝送実験などについて報告する.

クト[6]が研究開発しているIPv6スタックKAMEの
コマンドpim6sd, setkeyをそれぞれ利用した.この実
験環境によりIPsecを併用したIPv6マルチキャスト伝
送の可能性を調べるため, netperf[7]による伝送帯域測
定を予備実験として行った.
IPsecはIP上のセキュリティを保証するプロトコル
である.具体的には認証ヘッダや暗号ペイロードという
構造をIPパケットに付加し,その中にIPパケットの
暗号情報や認証情報を格納することによって,機密性や
認証などのセキュリティ機能を実現している.認証ヘッ
ダ(AH: Authentication Header)回はIPパケットの認
証情報を格納するものであり,暗号ペイロード(ESP:

Encapsulation Security Payload)[9]はIPパケットの
暗号情報を格納する.これらの動作は独立であり,価
別あるいは両方を組み合わせて利用することが可能で
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である.したがって,現状のコンピュータ性能では高帯
域を必要とするDVやHDTV MPEG2(30‑80Mbps)
についてソフトウェア処理によるIPsecを利用するこ
とは,必ずしも容易でないことが分かる.

図2の実験環境においてhost A, host Cとの問で
IPsecの使用時における、スループットの測定を次のよう
に行なう・ここではIPsecにAH, ESPを両方組み合
わせて厳粛することとし, AHに用Iいるアルゴリズム
はhmac‑md5, hmac‑shal, keyed‑md5, keyed‑shalの
中から選択し, ESPに用いるアルゴリズムはdes‑cbc,
3des‑cbcより選択する.そしてAH, ESPの各アルゴリ
ズムの組合せに対してUDP/IPv6のスループットを測
定する・測定にはIPv6対応にしたnetperf‑2.1p13を用
い, 1回10秒の測定を3回行ない平均を求めた.
測定結果を図3に示す.図3の横軸はIPv6ヘッダお
よびUDPヘッダを除いたデータサイズ,縦軸はスルー
プットである.図3はhostAからhostCへの測定結
果であるが, host Cからhost Aへの場合もほぼ同じ結
果が得られた.

3 伝送ソフトウエアの開発
図2の構成でIPsecを使用し, IPv6マルチキャスト
でMPEG2伝送を行なうため,以下に示す処理を行う
ソフトウェアを開発した.ここで,すべてのホストは
同一のマルチキャストグループGに属していると仮定
する.
1. MPEG2エンコーダ(CODEC)はビデオカメラか
らの映像と音声を取り込み, MPEG2‑TSを生成し
てhost 】〕へ送る.
2. MPEG2‑TS

を受信した

host B

は複数個の

MPEG2‑TSをIPv6パケットにカプセル化し,
RTPヘッダを付加する.また,パケットを送信す
る毎にRTPヘッダのシーケンス番号フィールドを
インクリメントする.
3. host Bは構成したIPv6パケットをマルチキャス
トグループGへ送信する.
4. IPv6マルチキャスト送信されたパケットはマルチ
キャストグループGに属するhostAへ伝送され
host AはそのIPv6パケットを受信する.
5. IPv6パケットを受信したhostAはRTPヘッダ中
のシーケンス番号を調べてパケットロスの有無を
確認する.
6. host Aは受信したIPv6パケットからMPEG2‑TS
を取り出し, MPEG2デコーダ(CODEC)へ送る.
この送信時の時間を保持することにより受信する

図3では, IPsecを使用しない場合でも33Mbps程度
が上限となっているが,これはサイト間ATM伝送速度
36Mbpsが原因であり,同様の実験を100Base‑TXで接
続された環境で行うと80Mbps以上のスループットが得
られることが分かっている.な43, keyed‑md5/des‑cbc
とhmac‑md5/des‑cbcは得られた値がほぼ一致してい
るた軌 グラフ上は1本のラインのように見えている.
全体的にAHよりもESPアルゴリズムの違いによるス
ループット低下の影響が大きいことが分かる.これら
は既報告の結果[10]ともほぼ一致している.
今回用いたIPsecの処理はソナトウェア処理によるも
のであるが,最もスループットの結果の良かったkeyed‑
md5とdes‑cbcの組合せでさえも30Mbps程度が上限

IPv6パケットの受信間隔を測定する.
7. MPEG2デコーダ(CODEC)は映像と音声を再生
する.
本実験でのIPv6パケットの構成を図6に示す.ただ
し,括弧内はバイト数, nは正の整数(コマンド実行時
の引数として指定可能)を示す.

4 パケットロスとジッタ測定
前節で述べたソフトウェアを使用し, TSレベルの伝
送速度6.144/8.192/9.216/12.288!16.384Mbpsについ
て伝送実験を実施し,受信パケット間隔を測定した.こ
のうち, 6.144Mbpsと9.216Mbpsの結果を図4, 5に
示す.この実験では1パケットに2個のTSを含む設定
としている.横軸は各パケットに付けたシーケンスナ
ンパであり5分間測定した結果である.縦軸はひとつ
前のパケットとの時間間隔を表す.また,本測定ではす
べてのTS伝送速度においてパケットロスは全く検出さ
れず,映像が停止するといったことも見られなかった.
しかし両者を比較すると図5はパケットの受信間隔が

[対策]
(a)スワップ領域を使用不可に設定する・
(b)送受信プロセスのスケジューリング優先度を最大
に設定にする.
(C)不要なプロセスを削除する・
プロセススワップの影響は大きく,対策(a)を実施し
ない場合,受信映像の乱れはきわめて大きかった.ま
た,対策(a)および(b),または対策(a)および(C)を
実施した場合は,いずれも十分でなく,画像に乱れが
生じた.それぞれの原因は以下のように推測される.

大きく揺らいでいることが分かる.その他結果を見て
もTS伝送速度が上がるにつれてパケットの受信間隔の
揺らぎが増加している.また図5ではところどころに

【対策(a)および(b)の場合]

大きな揺らぎが発生していることが確認できる.これ

延が発生し,結果として/けットの受信間隔の揺らぎ
として現れた.その揺らぎがMPEG2デコーダの許容

はシステム関連のプロセスが起動しているためである
と思われる.
本実験はネットワーク上に他のトラフィックが発生し
ない状態を作って実施したため,パケットロスやジッタ
(パケット到着遅延のゆらぎ)はほとんど発生しない.
しかし,使用した送受信ホストのOSはリアルタイム
OSでなく, OSのタスクスイッチ等の影響を受け,鰭
果的にジッタが発生することが観測されている.一般
にMPEG2デコーダの受信バッファサイズやバッファ
リングアルゴリズムにより,一定以上のジッタが発生
するとデコーダ内部でパケットの廃棄が発生し,正常
に画像を再生できなくなる.本実験システムにおいて
ち,以下に示す対策を施さなかった場合, osのタスク
スイッチの影響によるジッタのため,画像を正常に再
生できないことが分かっている.

他のプロセスのディスクアクセス等によって処理遅

値を越えたために映像が停止した.
固策(a)および(C)の場合]
受信ホストのシステムプロセス優先度は一般プロセ
スである送受信プロセスの優先度より高い.システム
プロセスに送受信処理を遮られ,その影響がパケット
受信間隔の揺らぎとして現れた.
今回使用したMPEG2

CODECのデコーダ部の

CDV(Cell Delay Variation)値を衰2に示す・これよ
り,図4, 5の揺らぎは許容範囲内であることが確認で
きる.なお,他のMPEG2デコ‑ダ(pc用MPEG2
デコーダカード)では数10ms程度の揺らぎに耐えるも
のもあり,耐ジッタ性能はバッファリングアルゴリズム
等に大きく依存することが分かる.

5 耐パケットロス・・耐ジッタ性能
実際のネットワーク上では,一定のパケットロスお
よびジッタが発生する.画像伝送システムの評価を行
うため,任意のパケットロスおよびジッタを発生させ
る必要がある.そのため図7に示すシステムを試作し,
評価を行っている.パケットロスおよびジッタの発生
装置は, PC‑UNIX上にソフトウェアで実現しており,
任意のロス率のパケットロスの発生を発生することが
できる.また,任意の時間間隔(デフォルトでは5秒)
毎に,指定した時間(5ミリ秒きざみ)のパケット遅延
を発生することができる.
この評価システムを用いて,パケットロス率と受信
画像の関係を調べた.ここでは,画像品質の良否を表す
指標の一つであるPSNR (Peak Signal to Noise Ratio)
を用いた評価結果の一例を図8,図9および表3に示
す.これらは,ある10秒間の動画像(毎秒30フレー
ム)に対し各フレームのPSNRを求めたもので,図8
と図9はすべてのフレーム(300フレーム)についてプ
ロットしたもの,表3はそれらを平均したものである.
パケットロス率が0%の値は, MPEG2エンコードおよ
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HDTV伝送実験と今後の課題
以上の結果を踏まえ,今回開発したシステムによる

高品質動画像(HDTV)伝送実験を行った・構成は表1
と同様であるが送受信ホストにはPentiumlll 850MHz
cpUを使用し,送受信ホスト間を100Base‑TXにより
直接接続して行った.使用したエンコーダとデコーダ
は1080iディジタル映像入出力とATMインターフェー
スを持ち, TS伝送速度を20‑130Mbpsに設定可能な
ものを使用した.実験の結果, IPsecを利用しない状態
で50Mbps, IPsecを利用した場合でも20Mbpsによる
動画像伝送が可能であることが判明した.
HDTV画像を伝送する場合, IPsecしないのであれ

びデコードのみによる画像劣化の度合いを示している.
なお,本実験ではMPEG2デコードとしてVELA社の

ば現在のハードウェアでもほぼ満足できる結果となった
が, IPsecを併用するのは難しい.ハードウェア性能の

CineViewPCIカードを使用し, 1パケットあたり6個
のTSを含む設定とした.同様に,ジッタに対するシス
テムの性能評価も可能である.

向上あるいはIPsec専用ハードウェアの利用等が必要で
あろう.一方,通常品質動画像(SDTV)伝送であれば,
現在のハードウェアを利用しIPsecを併用した伝送が

ジッタとパケットロスへの耐性を持たせるように拡張
を行なっている.実装の最適化およびジッタとパケット
ロスに対する耐性能評価が今後の課題である.
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