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分割放送型配信システム T eleCaS の提案
木
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音声や動画といった連続メディアデータを，インターネットを用いて放送型で配信する研究が盛ん
に行われている．連続メディアデータの放送型配信は，従来のオンデマンド型配信に比べてデータの
配信に使用する帯域幅の増加を抑制できるが，データの受信要求から再生開始までに発生する待ち時
間が増加する．この待ち時間を短縮するため，データを複数の部分に分割し，複数の放送チャネルで
配信する分割放送型配信が考えられ，スケジューリング手法が多数提案されてきが，これらの手法で
扱われている評価のほとんどは計算機シミュレーションである．ネットワーク環境でスケジューリン
グ手法を評価する分割放送型配信システムは提案されているが，その有効性は明確に示されていな
い．本論文では，分割放送型配信システム T eleCaS （T elecommunication and BroadCasting
System）を実現し，ネットワーク環境における本システムの有用性を示す．

Proposition of Division Based Broadcasting System T eleCaS
Akihiro KIMURA,† Yusuke GOTOH† and Hideo TANIGUCHI

†

Due to the recent popularization of the Internet, continuous media data broadcasting such
as audio or video have attracted great attention. Although continuous media data broadcasting can reduce the more necessary bandwidth than conventional on-demand delivery, waiting
time from requesting data to playing it increases. To reduce this waiting time, a division based
broadcasting that separates data into several parts and delivers them has been proposed. In
division based broadcasting, many researches have been proposed scheduling methods to reduce waiting time. However, since most scheduling methods use a computer simulation, they
do not show clearly the eﬀectiveness. In this paper, by implementing a division based broadcasting system called the T eleCaS, we show the eﬀectiveness of scheduling methods in real
netwrok environment.

シミュレーションであり，ネットワーク環境における

1. は じ め に

スケジューリング手法の有効性は明確に示されていな

近年のインターネットの普及1) にともない，再生中

い．また，ネットワーク環境でスケジューリング手法

に途切れが発生しない音声や動画といった連続メディ

を評価する分割放送型配信システム7) は提案されてい

アデータを放送型で配信する研究が盛んに行われてい

る．しかし，クライアントが複数のチャネルから配信

る．連続メディアデータの放送型配信は，クライアン

される複数のデータを同時に受信開始できない問題が

ト数に比例して使用する帯域幅が増加する従来のオン

ある．

デマンド型配信に比べて，一定の帯域幅で複数のクラ

こ こ で は ，こ の 問 題 を 解 決 す る 分 割 放 送 型 配

イアントに同じデータをまとめて配信できる．しかし，

信システム T eleCaS （T elecommunication and

データの受信要求から再生開始までに発生する待ち時

BroadCasting System）を実現し，ネットワーク環

間が増加するという問題がある．

境においてスケジューリング手法の評価が可能である

この待ち時間を短縮するため，データを複数の部分

ことを述べる．また，複数のスケジューリング手法を

に分割して複数のチャネルで配信する分割放送型配信

用いた評価を行い，本システムの有用性を示す．

が考えられ，データ受信時の待ち時間を短縮するスケ

2. 連続メディアデータの配信方式

ジューリング手法が多数提案されてきた2)∼6) ．しかし，
これらの提案で扱われている評価のほとんどは計算機

2.1 オンデマンド型配信と放送型配信
連続メディアデータの配信方法として，オンデマン

† 岡山大学大学院自然科学研究科
Graduate School of Natural Science and Technology,
Okayama University

ド型配信と放送型配信が挙げられる．オンデマンド型
配信は，サーバがデータの受信を要求するクライアン
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オンデマンド型配信と放送型配信で発生する待ち時間の様子
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図 2 BE-AHB 法のスケジューリング例

トごとにチャネルを設定し，帯域幅を確保してデータ
を配信する方式であり，インターネットを用いたデー
タ配信で広く利用されている．クライアントの受信要

3. 分割放送型配信

求に応じてサーバが即座に配信を開始できるという利
点があるが，クライアント数の増加にともない，サー

3.1 概

バが配信に必要とするチャネル数や帯域幅は比例的に

放送型配信で発生する待ち時間を短縮するため，連

要

増加するという欠点がある．一方，テレビやラジオで

続メディアデータを複数の部分 (以下，セグメント) に

主に利用されている放送型配信は，1 つのチャネルで

分割して複数のチャネルで配信する分割放送型配信が

複数のクライアントに同じデータをまとめて配信する

考えられてきた．分割放送型配信では，データの最初

方式である．このため，クライアント数が増加しても

のセグメントを頻繁に繰り返し配信することで，一続

サーバが配信に必要とするチャネル数や帯域幅は増加

きのデータを配信する場合に比べ受信開始待ち時間を

せず，オンデマンド型配信に比べてサーバの負荷を抑

短縮する．

3.2 待ち時間短縮のためのスケジューリング手法

制できるという利点がある．しかし，データの受信要

本節では，分割放送型配信における待ち時間短縮の

求から再生開始までに発生する待ち時間がオンデマン

ためのスケジューリング手法について述べる．分割放

ド型配信に比べて増加するという欠点がある．

2.2 待ち時間発生の要因

送型配信で発生する待ち時間は最初のセグメントの

オンデマンド型配信と放送型配信で発生する待ち

データサイズに比例するため，最初のセグメントの

時間の様子を図 1 に示す．オンデマンド型配信では，

データサイズを小さくすることで待ち時間を短縮でき

サーバはクライアントの受信要求に応じて即座にデー

る．しかし，セグメントの分割比率によっては，受信

タの先頭部分から配信を開始するため，クライアント

済みセグメントの再生が終了するまでに次に再生する

はデータの受信要求と同時に受信を開始できる．この

セグメントの受信が完了せず，データ再生中に途切れ

ため，オンデマンド型配信で受信要求から再生開始ま

が発生し，待ち時間が増加する可能性がある．このた

でに発生する待ち時間は，データの受信時間と等しく

め，最初のセグメントのデータサイズは無制限に小さ

なる．一方，放送型配信では，サーバは複数のクライ

くできない．待ち時間を短縮するためには，最初のセ

アントにデータを繰り返し配信する．このため，クラ

グメントのデータサイズを小さくすると同時に，チャ

イアントは，データの受信を要求してからデータの先

ネルの帯域幅やクライアントの再生レートを考慮して，

頭部分を受信するまで受信開始を待つ必要がある．こ

データ再生中に途切れが発生しないようにセグメント

の待ち時間を受信開始待ち時間と呼び，受信開始待ち

をスケジューリングすることが重要になる．
クライアントがデータの受信要求を出してから再生

時間とデータの受信時間の合計を放送型配信における
待ち時間とする．この待ち時間は，最小でデータ受信

が終了するまでの様子を図 2 に示す．理解しやすい

時間の 1 周期分，最大で 2 周期分となり，平均で 1.5

例として，ここでは，サーバが BE-AHB(Bandwidth

周期分となる．例えば，受信に 18.0 秒かかるデータ

Equivalent - Asynchronous Harmonic Broadcast-

を 1 つのチャネルで受信する場合，発生する待ち時間

ing) 法2) を用いて，再生時間が 60 秒の連続メディ

は最小で 18.0 秒，最大で 18.0×2=36.0 秒となり，平

アデータを 2 分割して配信する場合を考える．BE-

均で (18.0+36.0) /2=27.0 秒となる．よって，放送

AHB 法は，帯域幅が等しい複数のチャネルを用いた

型配信の平均待ち時間は，オンデマンド型配信に比べ

上でデータサイズを決定するスケジューリング手法で

て増加することが分かる．

ある．データの再生レートを 0.9Mbps，再生時間を
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60 秒，チャネルの帯域幅を 1.5Mbps，および分割数

以降のセグメントのデータサイズが 2，3，5，8，... と

を 2 とする．2 分割した 2 つのセグメントをそれぞれ

フィボナッチ数列となるように，各セグメントのデー

セグメント 1，セグメント 2 とすると，BE-AHB 法に

タサイズの分割比を決定する．GFB 法は，異なる帯

より，セグメント 1 の受信時間は 12.7 秒となり，再

域幅を持つ複数のクライアントを想定しており，帯域

生時間は 21.2 秒となる．受信時間と再生時間の合計

幅の小さなクライアントでも待ち時間を短縮できるよ

である 33.9 秒に比べてセグメント 2 の受信時間が大

う考慮されている．

きい場合，データ再生中に途切れが発生するが，セグ

CAR(Catch and Rest) 法6) は，HeRO の複製チャ

メント 2 の受信時間は 23.3 秒であるため，途切れは

ネルの概念と GFB 法のセグメント分割方法を組み合

発生しない．このとき，待ち時間は最小でセグメント

わせたスケジューリング手法である．CAR 法は，これ

1 の受信時間の 1 周期分，最大でセグメント 1 の受信

までの手法と異なり，異なる帯域幅と異なるバッファ

時間の 2 周期分となり，最小で 12.7 秒，最大で 25.4

サイズを持つ複数のクライアントを想定している．セ

秒，平均で 19.1 秒となる．同様に，スケジューリン

グメントを受信しない場合を考慮することでバッファ

グ手法を用いず，帯域幅が 3Mbps のチャネルを 1 つ

サイズや帯域幅が小さいクライアントの待ち時間を短

用いて配信を行う場合の待ち時間を計算すると，平均

縮できる．

で 27.0 秒となる．したがって，BE-AHB 法を用いて

4. 課題と対処

配信を行うと，データを分割しない場合に比べて待ち
時間を平均で (27.0−19.1)/27.0×100=29.3%短縮で

4.1 d-Cast の問題点

きる．

3.3 節で述べたように，分割放送型配信においてデー

3.3 関 連 研 究

タ受信時の待ち時間を短縮するスケジューリング手法

分割放送型配信において，待ち時間を短縮するスケ

は多数提案されてきた．しかし，これらの提案で扱わ

ジューリング手法は多数提案されてきた．Fast Broad-

れている評価のほとんどは計算機シミュレーションで

casting 法3) (以下，FB 法) は，セグメントごとにデー

あり，ネットワーク環境におけるスケジューリング手

タサイズの比率を設定し，データ再生中に途切れが発

法の有効性は明確に示されていない．そこで，のネッ

生しないようにセグメントのデータサイズを決定する

トワーク環境でスケジューリング手法を評価するシス

スケジューリング手法である．第一セグメントのデー

テムとして，分割放送型配信システム d-Cast7) が提

タサイズを 1 としたとき，第 n セグメントのデータ

案されている．

サイズが 2n−1 となるように各セグメントのデータサ

d-Cast のデータ受信設定を図 3 に示す．サーバは，

イズの分割比を決定し，等しい帯域幅のチャネルを複

すべてのチャネルで各セグメントの先頭に配信開始を

数用いて配信する．チャネルの帯域幅と連続メディア

通知するデータ (以下，配信開始部) を付加して，クラ

データの再生レートが等しい場合，FB 法は BE-AHB

イアントに配信する．クライアントは，配信開始部を

法に比べて待ち時間を短縮できる．しかし，チャネル

受信すると，該当するセグメントの受信を開始し，最

の帯域幅が連続メディアデータの再生レートに比べて

初のセグメントの受信が完了すると再生を開始する．

小さい場合，データ再生中に途切れが発生する．

このとき，クライアントはセグメントの途中から受信

HeRO(the HEterogeneous Receiver-Oriented)4)

を開始しない．

は，複製チャネルと呼ばれるある特定のチャネルと

d-Cast の問題点として，クライアントが複数のチャ

同じ内容を半周期ずらして配信するチャネルを FB 法

ネルで配信されるすべてのセグメントの受信を常に同

に適用したスケジューリング手法である．HeRO は，

時に開始できない点が挙げられる．d-Cast において，

異なるバッファサイズを持つ複数のクライアントを想

クライアントがすべてのチャネルですべてのセグメン

定しており，バッファサイズの小さなクライアントで

トの受信を同時に開始できるのは，サーバが配信を開

も，この複製チャネルを用いることで，待ち時間を短

始した直後に，すべてのチャネルで配信開始部を同時

縮できるよう考慮されている．

に配信する場合のみである．一方，既存の多くのスケ

GFB(Generalized Fibonacci Broadcasting) 法

5)

ジューリング手法は，すべてのチャネルでセグメント

は，セグメントごとにデータサイズの比率を設定し，

の受信を同時に開始できることを前提としており，こ

データ再生中に途切れが発生しないようにセグメント

の違いが問題となる．例えば，図 3 において，時刻

のデータサイズを決定するスケジューリング手法であ

tA で受信を開始した場合，配信開始部の受信開始時

る．第一セグメントのデータサイズを 1 としたとき，

刻がすべてのチャネルで同じであるため，同時に受信

3
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図 3 d-Cast のデータ受信設定
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(262bytes)
(1 n 21)

2
:

1

1byte 4n bytes

:
Si
Ui,j

実現方式のデータ受信設定

i=n
YES

NO

を開始できる．一方，時刻 tB で受信を開始した場合，
配信開始部の受信開始時刻はセグメント 1 で時刻 tB ，

YES

できない．

4.2 対

NO

S1

セグメント 2 で時刻 tC と異なり，同時に受信を開始

図 6 サーバのフローチャート

処

4.2.1 設 計 方 針
d-Cast の問題点に対処するため，実現方式ではク

ズ (4n バイト)，データ再生中の途切れ発生を防止す

ライアントのデータ受信設定を改良する．具体的には，

る待ち時間 (4n バイト)，およびセグメントの再生時

配信開始部を最初のセグメントだけに追加し，この配

間 (4n バイト) が格納される．また，情報部とデータ

信開始部を受信すると，他のすべてのセグメントにつ

サイズを同じにするため，データが格納されていない

いても途中のデータから受信を開始できるようにする．

残りの部分はデータサイズ調整部として，データサイ

実現方式のデータ受信設定を図 4 に示す．クライアン

ズを 262 バイトに調整する．

トは，セグメント 1 の配信開始部を受信すると，すべ

情報部は，セグメントデータを等分割したサブセグ

てのチャネルでセグメントの受信を同時に開始する．

メントの配信に用いられる．情報部は 262 バイトで構

例えば，図 4 において，時刻 tA にセグメント 1 の配

成され，データフォーマット識別値 (1 バイト)，セグ

信開始部の受信が完了してセグメント 1 の受信を開始

メント番号 (1 バイト)，サブセグメント番号 (4 バイ

するとき，チャネル 2 では，セグメント 2 の途中の

ト)，およびサブセグメントデータ (256 バイト) が格

データが配信されている．このとき，クライアントは，

納される．

セグメント 2 の途中のデータから受信を開始し，セグ

4.2.3 サ ー バ

メント 2 のデータサイズ分のデータ量を受信する．

実現方式におけるサーバのフローチャートを図 6 に

4.2.2 データフォーマット

示す．まず，配信するセグメントのデータ情報を読み

実現方式のデータフォーマットを図 5 に示す．デー

込む．読み込まれたセグメントを Si (i = 1, . . . , n)

タフォーマットは配信開始部と情報部で構成される．

とする．次に，配信開始部を送信する．送信後，セグ

配信開始部は，最初のセグメントでのみ先頭に付加さ

メント Si を m 個の部分に分割したサブセグメント

れて配信され，クライアントにデータの配信開始を通

Ui,j (j = 1, . . . , m) を作成し，情報部に格納して送

知する．クライアントは，配信開始部に格納されたセ

信する．この処理を i = n まで繰り返す．次に，輻輳

グメントの情報をもとにデータの受信を開始する．配

によるパケットロスを防ぐため，輻輳制御を行う．輻

信開始部は 262 バイトで構成され，配信開始部と情報

輳制御では，現在配信している情報部の送信完了と次

部を識別するデータフォーマット識別値 (1 バイト)，

に配信する情報部の送信開始との間に待機時間を設定

セグメント番号 (1 バイト)，セグメントのデータサイ

し，チャネルの帯域幅がスケジューリングで設定した

4
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NO

1

YES

図7

図8

2

N

T eleCaS のハードウェア構成

クライアントのフローチャート
表 1 プログラム規模

d-Cast
(VB)

T eleCaS
(C 言語と Java)

Windows 系
OS
1986
3409

Java が動作
可能な環境
544
640

帯域幅と等しくなるように調整する．なお，最後のセ
評価環境

グメントの送信が完了すると，再び最初のセグメント
から送信する．ただし，S1 については，最初のセグ

サーバ行数

メントの送信を開始する前に配信開始部を送信する．

クライアント行数

4.2.4 クライアント
クライアントは，配信開始部を受信すると，すべて

1 台のサーバがネットワークを通じて N 台のクライア

のチャネルで情報部の受信を同時に開始する．実現方

ントにデータを送信する．想定する計算機環境を以下

式におけるクライアントのフローチャートを図 7 に

に示す．

示す．まず，クライアントは，受信したデータが配信

(1)

放送帯域には制限がある．

開始部であるかを確認し，配信開始部でなければデー

(2)

通信プロトコルは UDP/IP を用いる．

タを破棄し，次のデータを受信する．配信開始部を受

(3)

スケジューリング手法の決定とデータの分割は
配信開始前に行う．

信すると，クライアントは，データを構成する各セグ
メントのデータサイズ，途切れの発生を防止するため

(4)

サーバが動作する計算機は Java の動作環境が
構築されている．

の待ち時間，および各セグメントの再生時間を取得す
る．また，配信開始部から取得したセグメントのデー

(5)

タサイズをもとに，セグメントの分割数と同数のバッ

サーバ，およびクライアントが動作する計算機
の OS に C コンパイラが提供されている．

ファを設定する．情報部の受信を開始すると，情報部

5.2 実

のセグメント番号とサブセグメント番号に対応する

T eleCaS のプログラム規模を表 1 に示し，スク

装

バッファにサブセグメントを格納する．クライアント

リーンショットを図 9 に示す．T eleCaS は C 言語と

は，受信したデータ量の合計とセグメントのデータサ

Java で設計されており，Windows 系以外の OS 上でも

イズが等しくなるか，既に受信したサブセグメントを

動作できる．また，サーバが配信する複数のセグメント

受信するまで，この処理を繰り返す．受信が完了する

データの配信設定を簡単にするため，GUI(Graphical

と，バッファの情報をファイルに書き込み，メディア

User Interface) によるセグメント選択機能を実現し

プレーヤを起動して再生する．

た．このセグメント選択機能は Java プログラムで実
現し，セグメントの配信処理は C 言語プログラムで実

5. T eleCaS の実現内容

現した．Java プログラムと C 言語プログラムの連携

5.1 想 定 環 境

は JNI(Java Native Interface) を利用する．クライア

4.2 節で述べた対処をもとに，分割放送型配信シス

ントは，メディアプレーヤ Totem10) 上で連続メディ

テム T eleCaS を実現した．想定するハードウェア

アデータを再生する．

構成を図 8 に示す．想定するハードウェア構成では，
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表 2 測定環境
サーバ計算機

Dummynet 計算機

クライアント計算機

CPU
メモリ
OS
NIC
CPU
メモリ
OS
NIC1
NIC2
CPU
メモリ
OS
NIC

Intel R CoreT M 2 Duo CPU E7500 (2.93GHz)
2.0GBytes
Ubuntu 10.04 LTS
RTL8101E/RTL8102E
Intel R CoreT M 2 Duo CPU E7500 (2.93GHz)
2.0GBytes
FreeBSD 8.1
RTL8169SC
RTL8169SC
Intel R CoreT M 2 Duo CPU E7500 (2.93GHz)
2.0GBytes
Ubuntu 10.04 LST
RTL8101E/RTL8102E

アント計算機の台数による評価への影響はなく，ネッ
トワーク環境に適用可能である．なお，Dummynet の
帯域制御機能を用いるとパケットロスが生じるため，

Dummynet で設定した帯域幅と実際の帯域幅は必ず
しも一致しない．そこで，本論文では，配信開始前に
単位時間当たりに受信するデータ量を測定し，帯域幅
を算出する．
サーバ計算機とクライアント計算機には Ubuntu10.04

LTS を用いる．また，Dummynet を動作させる計算
図 9 T eleCaS のスクリーンショット

機には FreeBSD8.1-RELEASE を用いる．

6.2 T eleCaS を用いた評価
6.2.1 評 価 観 点
本節では，T eleCaS 上で複数のスケジューリング
手法を用いた評価を行い，システムの有用性を検証す
る．T eleCaS では，分割処理と再生処理において処
Dummynet
Ethernet

理時間が発生する．この時間をオーバヘッドと呼ぶ．
まず，オーバヘッドが待ち時間に与える影響について

Ethernet

図 10 想定する想定環境

評価を行うため，分割数と待ち時間に関する測定を行
う．次に，オーバヘッドが途切れ時間に与える影響に
ついて評価を行うため，再生レートと途切れ時間に関
する測定を行う．そして，オーバヘッドにより発生す

6. 評価と考察

る途切れ時間が待ち時間に与える影響を評価するため，

6.1 評 価 環 境

再生レートと待ち時間に関する測定を行う．なお，計

T eleCaS の機能を評価するため，ネットワーク環

算から求められる待ち時間や途切れ時間の値を理想値

境を想定したシステムを構築した．表 2 に，使用した

と呼び，T eleCaS を用いた配信で実際に測定した待

計算機の測定環境を示す．また，図 10 に，本論文で想

ち時間や途切れ時間の値を測定値と呼ぶ．

定する評価環境の構成を示す．サーバ計算機とクライ

評価に用いるスケジューリング手法は，BE-AHB

アント計算機は Gigabit Ethernet で接続し，UDP/IP

法，FB 法，および連続メディアデータを等しいデー

接続を確立した．さらに，Ethernet による接続途中に

タサイズの複数のセグメントに分割し，等しい帯域幅

帯域制御機能 Dummynet を利用できる計算機を挿入

の複数のチャネルを用いて配信する手法 (以下，等分

することで，様々なネットワーク環境を再現できる評

割法) とする．等分割法は，セグメントのデータサイ

価環境を構築した．今回の評価では，評価環境の構成

ズの決定方法とチャネルの帯域幅の割り当て方法が単

を簡単にして測定を行いやすくするため，サーバ計算

純であるため，実装が容易である．すべてのチャネル

機 1 台に対してクライアント計算機 1 台を接続する．

で同時にセグメントの受信を開始する場合，理論的に

放送型配信は 1 つのチャネルで複数のクライアントに

は分割を行わない場合と待ち時間は変わらないが，分

同じデータを同時に配信できるため，使用するクライ

割による処理時間が待ち時間に与える影響や，他のス
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図 11 分割数と待ち時間

図 12

ケジューリング手法と比較して待ち時間短縮の効果を

再生レートと途切れ時間

図 12 より，再生レートが 0.3Mbps と 0.9Mbps の

示すため，システムの評価に用いる．

とき，等分割法，BE-AHB 法，および FB 法の測定

6.2.2 分割数と待ち時間

値と理想値では，データ再生中に途切れが発生しない．

データの分割数が増加すると，最初のセグメントを

これは，受信済みセグメントの再生が終了するまでに

配信する周期が短くなり，待ち時間は短くなる．しか

次のセグメントの受信が完了し，オーバヘッドが途切

し，セグメント数が増加すると，チャネル数が増加し

れ時間に影響を与えないためである．

てシステムの処理量が増加するため，システム全体の

再生レートが 1.5Mbps のとき，FB 法の理想値で

処理時間が増加すると考えられる．そこで，分割数に

はデータ再生中に途切れが発生しないが，測定値では

応じた待ち時間の変化を測定し，分割による処理時間

データ再生中に途切れが発生する．FB 法の理想値で

の増加が待ち時間に与える影響を評価する．

は，受信済みセグメントの再生が終了すると同時に次

分割数と待ち時間の測定結果を図 11 に示す．横軸

のセグメントの受信が完了するスケジューリングとな

は分割数とし，縦軸は待ち時間とする．各チャネルの

るため，途切れは発生しない．一方，測定値では，オー

帯域幅を 1.5Mbps，再生レートを 0.9Mbps，および

バヘッド分だけ次のセグメントの再生開始が遅れるた

再生時間を 60 秒とする．

め，データ再生中に途切れが発生する．

図 11 より，分割数が増加しても測定値は理想値に

再生レートが 2.1Mbps と 2.7Mbps のとき，FB 法

近い値となることが分かる．したがって，分割による

の理想値と測定値では，データ再生中に途切れが発生

処理時間の増加が待ち時間に与える影響は少ないと考

する．FB 法では，チャネルの帯域幅より再生レートが

えられる．また，測定結果から，すべてのスケジュー

大きくなる場合を想定していない．この場合，受信済

リングについて，待ち時間の測定値は理想値に比べて

みセグメントの再生が終了するまでに次のセグメント

平均で約 2%大きくなることが分かった．この差は，分

の受信が完了せず，データ再生中に途切れが発生する．

割数に関わらず一定である．したがって，分割処理以

6.2.4 再生レートと待ち時間

外の処理が原因で，オーバヘッドが測定値を増加させ

6.2.3 節の測定結果から，ネットワーク環境では，ス

ると考えられる．

ケジューリング手法の理想値からは予測できない途切

6.2.3 再生レートと途切れ時間

れが発生することが分かった．T eleCaS では，デー

6.2.2 節の測定結果から，システムのオーバヘッド

タ再生中の途切れ発生を防止するため，途切れ時間分

がデータ再生中に途切れを発生させることが考えられ

だけ待ち時間を増加させる．そこで，再生レートの変

る．そこで，再生レートに応じた途切れ時間の変化を

化に応じた待ち時間の変化を測定することで，途切れ

測定し，オーバヘッドが途切れ時間に与える影響を評

時間が待ち時間に与える影響を評価する．

価する．

再生レートと待ち時間の測定結果を図 13 に示す．横

再生レートと途切れ時間の測定結果を図 12 に示す．

軸は再生レートとし，縦軸は待ち時間とする．各チャ

横軸は再生レートとし，縦軸は途切れ時間とする．各

ネルの帯域幅を 1.5Mbps，データの分割数を 5，およ

チャネルの帯域幅を 1.5Mbps，データの分割数を 5，

び再生時間を 60 秒とする．

および再生時間を 60 秒とする．

図 13 より，再生レートが 0.3Mbps と 0.9Mbps の

7

ⓒ 2011 Information Processing Society of Japan

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2011-EVA-35 No.1
2011/7/28

ング手法を用いた評価を行い，本システムの有用性を
検証した．検証により，T eleCaS で発生するオーバ
ヘッドは分割数に関わらず一定であること，および，
このオーバヘッドが再生レートに応じて待ち時間や途
切れ時間に影響を与えることを示した．
残された課題として，オーバヘッドや伝送遅延を考
慮したスケジューリング手法の提案と評価がある．

参

考

文

献

1) “総 務 省: 平 成 22 年 版 情 報 通 信 白 書, ”
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/
whitepaper/ja/h22/index.html.
2) 義久智樹, 塚本昌彦, 西尾章治郎, “再生単位を考
慮したスケジューリング手法における使用チャネ
ル数について, ” 日本データベース学会 Letters,
Vol.4, No.3, pp.5-8 (2005).
3) L. Juhn, L. Tseng, “Fast Data Broadcasting
and Receiving Scheme for Popular Video Service, ” IEEE Trans. on Broadcasting, Vol.44,
No.1, pp.100-105 (1998).
4) O. Bagouet, K. A. Hua, and D. Oger, “A
Periodic Broadcast Protocol for Heterogeneous
Receivers, ” Proc. SPIE, Vol.5019, pp.220-231
(2003).
5) E. M. Yan, T. Kameda, “An Eﬃcient VOD
Broadcasting Scheme with User Bandwidth
Limit, ” Proc. ACM Multimedia Computing
and Networking, Vol.5019, pp.200-208 (2003).
6) C. -T. Lin, J. -W. Ding, “CAR: A Low Latency Video-on-Demand Broadcasting Scheme
for Heterogeneous Receivers, ” IEEE Trans.
Broadcasting, Vol.52, pp.336-349 (2006).
7) 後藤佑介, 義久智樹, 金澤正憲, 高橋豊, “イン
ターネット放送のための分割放送型配信システ
ムの設計と実装, ” 電子情報通信学会論文誌 B,
Vol.J92-B, No.1, pp.353-362 (2009).
8) “PlanetLab,” http://www.planet-lab.org/.
9) “EmuLab,” http://www.emulab.net/.
10) “Totem,” http://projects.gnome.org/totem/.

図 13 再生レートと待ち時間

とき，FB 法の理想値と測定値は 3 つのスケジューリ
ング手法のうち最小となる．したがって，再生レート
がチャネルの帯域幅より小さくなる場合，FB 法によ
るスケジューリングが有効である．
再生レートが 1.5Mbps のときも同様に，FB 法の理
想値と測定値は 3 つのスケジューリング手法のうち最
小となる．したがって，チャネルの帯域幅と再生レー
トが等しい場合，FB 法によるスケジューリングが有
効である．また，FB 法の測定値 (3.96 秒) は理想値

(2.90 秒) に比べて 36.4%大きい．他のスケジューリ
ングの測定値は理想値に比べて約 2%しか大きくなら
ないことから，FB 法と他のスケジューリング手法と
の間で途切れ時間の差は大きいといえる．この差が発
生する原因は，6.2.3 節で述べたように，理想値で発
生しない途切れ時間が測定値で発生するためである．
再生レートが 2.1Mbps と 2.7Mbps のとき，BE-

AHB 法の理想値と測定値は，3 つのスケジューリング
手法のうち最小となる．これは，FB 法の理想値と測定
値が途切れ時間の影響により大幅に増加し，BE-AHB
法を上回るためである．したがって，チャネルの帯域
幅より再生レートが大きくなる場合，BE-AHB 法に
よるスケジューリングが有効である．
以上より，T eleCaS は様々なスケジューリング手
法を適用できることを示し，ネットワーク環境で発生
するオーバヘッドによる待ち時間や途切れ時間への影
響を確認した．

7. お わ り に
連続メディアデータの分割放送型配信において，待
ち時間を短縮するスケジューリング手法の有効性をネッ
トワーク環境で評価するため，分割放送型配信システ
ム T eleCaS を実現した．また，複数のスケジューリ
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