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ｸﾗｲｱﾝﾄ晶質推定のための
詳細なｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞｻｰﾊﾞﾛｸﾞ分析
寺田直美I河合栄治†砂原秀樹†
ｲﾝﾀ‑ﾈｯﾄｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞにおいて,ｸﾗｲｱﾝﾄｻ‑ﾋﾞｽ品質をｻ‑ﾊﾞｻｲﾄﾞで把撞する
ことはｻ‑ﾋﾞｽ提供者やｼｽﾃﾑ管理者に必須となってきている.しかし,ｸﾗｲｱﾝﾄ再生品質を
ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞから走量的に推走するための指標はこれまであまり知られていない.本論文では,まずｸ
ﾗｲｱﾝﾄｻ‑ﾋﾞｽ品質評価方法として,ｸﾗｲｱﾝﾄでの再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄに着日して分類を行
い,実験結果から,ｸﾗｲｱﾝﾄｻ‑ﾋﾞｽ品質,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞとﾈｯﾄﾜ‑ｸ状態の相関を明らかにし
た.ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞに出力される情報の中で, ｢ｸﾗｲｱﾝﾄ回復ﾊﾟｹｯﾄ数｣がｸﾗｲｱﾝﾄｻ‑ﾋﾞｽ
品質劣化の重要な指標となることが分かった.

●

An ln‑depth AnalysIS Of Streaming Server Logs

for Client‑side QoS Estimation
NAOMI TERADA,† EIJI KAWAIT and HIDEKI SuNAHARA†
Client QoS management on internet streaming has been crucial to server administrators and
service providers. However, no quantitative analysIS method of server logs has been estab‑
lished for estimation of client playlng StatuS, In this paper, we propose a novel approach for
detailed server log analysIS Which classifies client‑side service statuses by time‑series data of
playing frame rates. Our experimental results show clear correlations among client‑side QoS,
server log data and network environments. Especially, "client recovered packets" in server log
data is proved to be a good indicator that predicts client QoS degradation.

内に蓄積されたﾃﾞ‑ﾀがあるため,再生は継続される.
もう1つは,ｺﾝﾃﾝﾂの違いに起因する再生品
質変動によるものである. 1つのﾃﾞ‑ﾀﾊﾟｹｯﾄﾛｽ

1.はじめに
ｽﾄﾘ‑ﾑ配信の商用化にともない,ｻ‑ﾊﾞ側での
ｸﾗｲｱﾝﾄｻ‑ﾋﾞｽ品質管理がますます重要になっ

が再生晶質に与える影響は,動画像庄縮方式ごとに異
なる可能性がある.また,ｺﾝﾃﾝﾂの動きが小さけ
れば,ﾃﾞ‑ﾀﾊﾟｹｯﾄﾛｽによりﾌﾚ‑ﾑが欠落して

てきている.しかし,現在のｸﾗｲｱﾝﾄQoS管理
では,ｴﾝﾄﾞﾕ‑ｻﾞの満足度が必ずしもｻ‑ﾊﾞ側で正
しく把撞されているとはいえない.

も視聴者に認識されない可能性もある.このため,ﾊﾟ

ｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞにおけるQoS管理で最も難しい点
は,ｸﾗｲｱﾝﾄでの再生状態をﾈｯﾄﾜ‑ｸﾊﾟｹｯ
ﾄの状態から直接推測するのが困難なことである.推
測が難しい理由は大きく2つ存在する.
1つは,ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝﾃﾞ‑ﾀﾊﾞｯﾌｱによるﾃﾞ‑

ｹｯﾄﾚﾍﾞﾙでのﾃﾞ‑ﾀﾊﾟｹｯﾄﾛｽと再生品質の劣
化程度は必ずしも直結しない.
加えて,現在のｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞ配信ではﾌﾟﾛﾌﾟﾗｲ
ｴﾀﾘなｼｽﾃﾑが主流となっており,内部的な構造
からｼｽﾃﾑの挙動を分析することは困難となってい
る.このため,ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｯｸｽであるｼｽﾃﾑにお

ﾀﾛｽ緩衝によるものである.ｸﾗｲｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹ‑

いては,外部から得られる限走的な情報から,ｼｽﾃ
ﾑ挙動に関する運用上有益な知見を導出する必要が
ある.

ｼｮﾝは,ﾃﾞ‑ﾀﾛｽによる再生中断を避けるために,
独自のﾃﾞ‑ﾀﾊﾞｯﾌｱを保持している.このため,ﾈｯ
ﾄﾜ‑ｸ編捧によるﾊﾟｹｯﾄ喪失が発生しても,短期
間であればｸﾗｲｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝのﾊﾞｯﾌｱ

本論文では,図1に示すように,ｻ‑ﾋﾞｽ品質判断
の基準となるｸﾗｲｱﾝﾄ,ｻ‑ﾋﾞｽ品質の把撞が必
要なｻ‑ﾊﾞ,そしてｻ‑ﾋﾞｽ品質に影響を与えるﾈｯ
ﾄﾜ‑ｸ環境のそれぞれの関係に注目した.まずｸ
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Fig･ 1 Service quality estimation from a server log.

ﾗｲｱﾝﾄｻ‑ﾋﾞｽ品質指標として,ｴﾝﾄﾞﾕ‑ｻﾞの
視聴感を反映させた定量的な画質評価方法を捷案し,
様々なﾈｯﾄﾜ‑ｸ状態を人工的に再現した環境下に
おいて,ｸﾗｲｱﾝﾄｻ‑ﾋﾞｽ品質,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞ出力
との相関を明らかにする.なお,ｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞ再生
晶質評価では動画像と音声の両方について評価項目が
考えられるが,本論文では動画像の再生品質評価のみ
を対象としており,音声に関する再生品質評価は行っ
ていない.
本論文の議論により,ｴﾝﾄﾞﾕ‑ｻﾞ視聴感に即した
より正確なｸﾗｲｱﾝﾄｻｰﾋﾞｽ品質をｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞか
ら取り出すことが可能になる.ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞを用いた品
質推走手法をﾀ‑ｹﾞｯﾄとしているため,配信ｼｽﾃ
ﾑに変更を加える必要がなく,解析による運用への影
響が発生しない.加えて,仕棟が公開されていか､ﾌﾟ
ﾛﾌﾟﾗｲｴﾀﾘな実装にも適用できる.
本論文での構成は次のとおりである,まず2章で既
存のｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞｻ‑ﾋﾟｽ品質評価手法を説明し,
3章でｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞの内容とｸﾗｲｱﾝﾄｻｰﾋﾟｽ状態
を走義, 4章でｸﾗｲｱﾝﾄ品質指標の評価方法を考
察する, 5章で実験の説明と実験結果について示し,
6革で関連研究について説明し, 7章で結論について
述べる.

2.ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ晶質管理手法
ｻ‑ﾋﾟｽ晶質管理は,図2に示すように4つの地
点での観測が考えられる.本章では,各地点における
既存技術とその利点と欠点をふまえ,本論文での目的
に最も適したｱﾌﾟﾛ‑ﾁを検討する.
2･1工ﾝﾄﾞﾕｰｻﾞ視聴感の主観評価手法
画質の評価手法として‑番直接的な方法が,観測者
による直接戟測である.画質評価の主観評価について

図2ｸﾗｲｱﾝﾄ品質管埋ﾎﾟｲﾝﾄ
Fig･2 Client QoS management point.

にのっとって行う1).代表的なものに, DSIS (二重刺
激妨害尺度法) , DSCQS (二重刺激連続品質尺度法) ,
SSCQE (単‑刺激連続品質評価法), SDSCE (同時
二重刺激連続品質評価法)がある.
主観評価は,複数の人間が視聴した品質を直接評価
するので,ｴﾝﾄﾞﾕ‑ｻﾞ視聴感と直結している.また,
走められた基準にのっとることにより,個人差や評価
方法のばらつきも比較的低く抑えることに成功してい
る.しかし,主観評価を行うためには人手と時間が必
要であるため,長時間の動画像評価や長期観測は非常
に困難になる.
2.2ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞ視聴感の客観評価手法
観測者によらず画質を評価する手法として,画像の
客観評価がある.最も基本的な客鶴手法として, PSNR
(Peak Signal to Noise Ratio)があげられる. PSNR
は原画像と対象画像を比較し,混入したﾉｲｽﾞ量の比
率を示すことによって画像の身化指標とする測定方法
であり,主観評価億との高い相関が認められている.
この手法では原画像が必要になるため,あらかじめ原
画像が不要な評価手法も開発されており, ITU‑J.144
勧告2)をほじめ多数の技術が存在する.
‑方で,これらの客観評価をﾈｯﾄﾜ‑ｸの影響を
受けるｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞに適用しても,ﾕｰｻﾞ視聴感と
の高い相関を得られるとは限らない.なぜなら規在の
ｲﾝﾀ‑ﾈｯﾄｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞでは,ﾚ‑ﾄの自動切
替え,自動ﾘﾊﾞｿﾌｱ機能を備えており,ﾈｯﾄﾜｰ
ｸの状態に合わせて動的に配信品質の変更を行うため,
晶質に影響を与える再生中断やﾚ‑ﾄ変更が発生する,
また,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ上でﾃﾞ‑ﾀが失われることによっ
て再生時にﾌﾚ‑ﾑ欠落や再生中断が発生する.これ
らｲﾝﾀ‑ﾈｯﾄｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞ特有の硯象は,映像
に含まれるﾉｲｽﾞよりはるかに大きな影響をﾕ‑ｻﾞ視
聴感に与えるため,ﾘﾊﾞｯﾌｱや7ﾚ‑ﾑ欠落を走量
的に評個する必安がある.
2.3ﾈｯﾄﾜ‑ｸﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

は, ITU (InternationalTelecommunication Uni｡n)

ﾊﾟｹｯﾄﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによる配倍ﾈｯﾄﾜ‑ｸの監

によって評価方法が厳密に定義されている.評価には,
専門家でない観測者が合計15名以上必要とされ,原
画像と対象画像の比較を走められた手順,評価方法

視により,観測点における通侶について非常に正確な
情報を得ることができる.しかし,ｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞの
場合,ｻ‑ﾊﾟに近いﾎﾟｲﾝﾄで行うﾊﾟｹｯﾄﾓﾆﾀﾘ
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表1ｸﾗｲｱﾝﾄ品質評価手法
Ta･ble l Evaluation methods of client‑side QoS.
評価手法

利点

欠点

主 観評 価
客 観評 価

ｴ ﾝ ﾄﾞ ﾕ ‑ ｻﾞ 視曙 感 を 反 映
ｴ ﾝ ﾞﾄ ﾕ ‑ ﾞｻ 税聴 感 を 反 映

人的 ﾘ ｿ ‑ ｽ が必要

ﾟﾊ ｹ ﾂ ﾄ ﾓ ﾆ 夕 ﾘ ﾝ ｸﾞ
ｻ ‑ ﾟﾊ ﾛ ﾞｸ 分 析

正 確 なﾊﾟ ｹ ﾂ ﾄ 情 報
手 軽 に利 用 可能

ｽ ﾄ ﾘ ‑ ﾐ ﾝ ｸﾞ で 低 い 有 効 性

ｽ ﾄ ) ‑ ﾐ ﾝ ｸﾞ に 適 した 評 価 が 必 要
ｴ ﾝ ﾄﾞ ﾕ ‑ ｻﾞ 視 聴 感 と 直 結 し て い な い

ﾝｸﾞの有用性は低い.ｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞﾃﾞ‑ﾀ転送では
通札ﾄﾗﾝｽﾎﾟ‑ﾄにUDPを用いており,送倍先
であるｸﾗｲｱﾝﾄからTCPのACKに相当する応
答がｻ‑ﾊﾞに返らない.このため,ｻｰﾊﾞ側でﾊﾟｹｯ
ﾄの到着状態を知ることが雛しい.
ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝﾚｲﾔまでﾊﾟｹｯﾄを展開するこ
とにより,ﾃﾞ‑ﾀ到着状態の解析を行う手法もあるき).

3･ｻｰﾊﾞﾛｸﾞとｸﾗｲｱﾝﾄｻ‑ﾋﾞｽ状態
3.1ｻ‑ﾊﾟﾛｸﾞ
ｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞｻ‑ﾋﾞｽでは,ｺﾝﾃﾝﾂﾃﾞ‑ﾀ配
侶のためのｾｯｼｮﾝと,ｸﾗｲｱﾝﾄ通侶制御情報
交換のためのｾｯｼｮﾝを分離している.ｸﾗｲｱﾝ

測するため,喪失したﾊﾟｹｯﾄをﾘｱﾙﾀｲﾑに正確
に知ることが可能である.しかし,上位ﾚｲﾔまでﾊﾟ

ﾄｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝにおけるﾊﾟｹｯﾄ受倍状態や再送
ﾘｸｴｽﾄは,後者のｺﾝﾄﾛ‑ﾙｾｯｼｮﾝを通じ
てｻ ﾊﾞに送られる.このｸﾗｲｱﾝﾄから送られる
状態情報は,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞに記録されるため,このﾛｸﾞ

ｹｯﾄの展開が必要なため,途中ﾈｯﾄﾜｰｸにおけ
る観測機器の負荷が高くなることと,ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮ

を用いることでｸﾗｲｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの挙動
を比較的詳細に知ることができる.

ﾝ実装やﾋﾞﾃﾞｵｺ‑ﾃﾞｯｸに大きく依存するという欠
点がある.

Windows Media Serverでは, 1配信ごとにｸﾗｲ
ｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝから得た情報を記録してい

これはﾊﾟｹｯﾄに含まれるﾃﾞ‑ﾀﾌﾚ‑ﾑのIDを観

2.4ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞ分析
ｻ‑ﾊﾞｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾛｸﾞおよびｻｰﾊﾞへのｱｸ

ｾｽﾛｸﾞから,ｱｸｾｽﾊﾟﾀ‑ﾝの分析を行った研究
は数多い.実環境下で収集したﾃﾞ‑ﾀを用いてｽﾄ
ﾘ‑ﾐﾝｸﾞﾄﾗﾌｲﾂｸの特徴を分析したもが)や,
ﾌｧｲﾙの更新によるｱｸｾｽﾊﾟﾀ‑ﾝの変化に着目
したもが),接続元分析を行ったもが)やｺﾝﾃﾝﾂ
ﾀｲﾌﾟに着日したｱｸｾｽﾊﾟﾀ‑ﾝの違い7),ｵﾝﾃﾞ
ﾏﾝﾄﾞｺﾝﾃﾝﾂとﾗｲﾌﾞｺﾝﾃﾝﾂとの比較8)な
ど様々である･ｱｸｾｽﾊﾟﾀ‑ﾝを知ることは,ｻ‑
ﾊﾞ負荷予想やｷｬﾊﾟｼﾃｲﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞには有効であ
るが,ｸﾗｲｱﾝﾄｻｲﾄﾞでの品質を知ることは杜し
い･ｻ ﾊﾞﾛｸﾞを用いてｸﾗｲｱﾝﾄ品質を予測する
という本論文と類似したｱﾌﾟﾛｰﾁの研究に関しては,
6章で述べる.
2.5まとめ
各評価手法の利点と欠点について表1にまとめた.
本研究では･実運用でのｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞ晶質管理に有
効性が高い評価項日として,再生晶質の客観晶質評価
とｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞを取り上げる･ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝでの再
生品質とｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞ項目の相関を明らかにすることに
より･ｻｰﾊﾟﾛｸﾞからより詳細なｻ‑ﾋﾞｽ状態品質を
引き出すことを目標とする.

る･なかでも,ｸﾗｲｱﾝﾄにおけるｻ‑ﾋﾞｽ品質と
関係が深いのは,ｸﾗｲｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝの受
信ﾊﾟｹｯﾄ数,回復ﾊﾟｹｯﾄ数,喪失ﾊﾟｹｯﾄ数,ﾘ
ﾊﾞｯﾌｱ時間であL9).受僧ﾊﾟｹｯﾄ数はｸﾗｲｱﾝ
ﾄが再送なしで受倍できたﾊﾟｹｿﾄ数を,回復ﾊﾟｹｯ
ﾄ数はﾃﾞ‑ﾀ襲失により再送要求を送り,再生ﾀｲﾐ
ﾝｸﾞまでに受信することができたﾊﾟｹｯﾄ数を,喪失
ﾊﾟｹｯﾄ数は再生ﾀｲﾐﾝｸﾞまでに受倍することがで
きなかったﾊﾟｹｿﾄ数を表している. T)ﾊﾞｯﾌｱ時間
は･ 1回の配信で発生したﾘﾉ.†ｯﾌｧの合計時間を表
している.

3.2ｸﾗｲｱﾝﾄｻｰﾋﾞｽ状態
ｽﾄﾘ ﾐﾝｸﾞｸﾗｲｱﾝﾄにおけるｻ‑ﾋﾞｽ品質
は･ｸﾗｲｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝにおける再生品質
である･動画像の再生品質に影響を与える要素として,
再生途中に起こるﾘﾊﾞｯﾌｱによる再生停止,動画像
がなめらかに再生されないﾌﾚ‑ﾑ落ち,再生画質の
劣化があげられる.再生画質の劣化ほ, 1つのﾌﾚ‑
ﾑに含まれるｽﾗｲｽ,あるいはより小さな単位であ
るﾏｸﾛﾌﾟﾛｯｸやﾌﾟﾛｯｸの欠損によるものである.
これらの原困による再生画質劣化は,ﾌﾚ‑ﾑ落ちと
比戟した場合,視聴品質への影響はより小さいとされ
ている10),
ｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞｻ‑ﾋﾟｽでは,指走された時間にﾌ
ﾚ ﾑを再生する必要があるため,数秒先の再生ﾃﾞ‑
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ﾀまであらかじめｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝﾊﾞｯﾌｱに保持し
ておく仕組みになっている.このﾊﾞｯﾌｱに,連続的
な再生をするのに十分なﾃﾞ‑ﾀが如､と判断される場
合は, ‑走量のﾃﾞ‑ﾀを蓄えるまでは再生が開始され
ず,この動作をﾊﾞｯﾌｱﾘﾝｸﾞと呼んでいる.ﾊﾞｯﾌｱ
T)ﾝｸﾞは配信開始時のほか,ﾈｿﾄﾜ‑ｸ上でﾃﾞ‑ﾀ
ﾛｽなどが発生し,配僧中にﾊﾟｯﾌｱ内のﾃﾞ‑ﾀが枯
渇した場合にも起こる,ﾊﾞｯﾌｱﾘﾝｸﾞの期聞は再生
が中断するため,視聴感への影響は非常に大きいとい
える.

茎
】
̲＼
｣
l

ﾕ
｢＼

叫
牡

時同(秒)

図3配侶中のﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ変動の例
Fig･ 3 A typical example of frame rate飢ICtlﾕati｡n,

動画のﾌﾚ‑ﾑ落ちも再生品質に与える影響が大き
い･配信動画像は指走されたﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ値でｴﾝ
ｺ‑ﾄﾞされ,ｸﾗｲｱﾝﾄでﾃﾞｺ‑ﾄﾞし再生される.
ｸﾗｲｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝでは,ﾃﾞｺ‑ﾄﾞ時のﾌ
ﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄを取得することができる.これを再生ﾌ
ﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄとし,ｴﾝｺ‑ﾄﾞ時の指定ﾌﾚｰﾑﾚｰ
ﾄをｪﾝｺｰﾄﾞﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄとする.通常はｴﾝ
ｺ ﾄﾞﾌﾚｰﾑﾚ‑ﾄと再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄは‑致す
るが,何らかの原因でﾌﾚｰﾑの‑部が再構成できな
かった場合,再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄの値が減少する.
Windows MediaPlayerでは,再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ
値は配信中にのみ表示させることが可能であるが,記
録することができないため,今回wi｡d｡w5 Mediaの
ﾗｲﾌﾟﾗﾘｷｯﾄであるSDKを用いて1秒ごとのｽ
ﾃｰﾀｽ変化を取待した.
3･3ｸﾗｲｱﾝﾄ再生状態の分類
配信中のﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ変動は,図3に示すよう
な挙動を示す.予備実験より,ﾊﾞｯﾌｱ直後に再生ﾌ
ﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄの急激な上昇が発生し,その後減衰しな
がらｴﾝｺ‑ﾄﾞﾌﾚｰﾑﾚｰﾄに収束する硯象が確認
されている(図3, Ⅰの区間).
配信中のｸﾗｲｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは,停IE.,
再生,ﾊﾞｯﾌｧﾘﾝｸﾞの3状態に分けることができ,
再生状態は品質に基づきさらにいくつかに分類するこ
とができる･それぞれの状態の遷移を示したのが国4
である･再生品質の指標となる再生時のﾌﾚ‑ﾑ落ち
は･再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ ‑ﾄの変動を観測することで検出
が可能である☆.
停止状態
ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝが起動され,再生を開始していな
い状態は停止状態である.他のｽﾃ‑ﾀｽにあるとき
ｸﾗｲｱﾝﾄでの再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄは1砂間隔で小数点以下
2桁まで記録されているが. 1秒間に1ﾌﾚ‑ﾑ未満という撒
細な変動であれば,晶質への影響は目視観測で確認できなかっ
た･このため,本論文の分析では秒間1ﾌﾚ‑ﾑ以上の再生7
ﾚ ﾑ変動のみを再生状態変動検出に用いた.

図4ｸﾗｲｱﾝﾄ市生状態遭移
Fig･ 4 Tran8itions of clierlt playlng StatuSe8.

に,ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝで再生停止命令を検出した場合
や配信が終了した場合には停止状射こ遷移する.
ﾊﾞｯﾌｧﾘﾝｸﾞ
ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼﾖﾝで再生ｲﾍﾟﾝﾄを検出すると,ｻ‑
ﾊﾞとのｺﾈｸｼｮﾝ確立後,ﾃﾞ‑ﾀ転送ﾘｸｴｽﾄが
送られ,間もなくﾊﾞｯﾌｱﾘﾝｸﾞに人る.
ﾘﾊﾞｯﾌｧﾘﾝｸﾞ
配信中にﾃﾞ‑ﾀの転送が滞りﾊﾞｿﾌｱが枯渇した場
合には,ﾘﾊﾞｯﾌｧﾘﾝｸﾞを行い,ﾃﾞ‑ﾀ再蓄積を行う.
良好再生状態
再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄがｴﾝｺ‑ﾄﾞﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ以
上の値を記録しているときは,ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄの下落
が発生していても再生に影響が見られなかったことか
ら,これを息好再生状態と走義する･ﾃﾞ‑ﾀが損失し,
再生ﾀｲﾐﾝｸﾞまでにﾌﾚ‑ﾑとして再構成できな
かった場合にはﾌﾚ‑ﾑ欠落が発生,下落再生状態に
遠移する.
下落再生状態
再生ﾌﾚ‑ﾑﾚｰﾄがｴﾝｺｰﾄﾞﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ未
滞の債で,かつ再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄが下落を続けてい
るとき,視認可能なﾌﾚ‑ﾑ落ちが多発する.ﾌﾚ‑
ﾑﾚ‑ﾄが下落したまま変動しなければ非良好平衡再
生状態に,上昇すれば上昇再生状態に遷移する.
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上昇再生状態
再生ﾌﾚ‑ﾑﾚｰﾄがｴﾝｺｰﾄﾞﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ未
満の億で,かつ再生ﾌﾚｰﾑﾚ‑ﾄが上昇を続けてい
るとき,視認可能なﾌﾚ‑ﾑ落ちは観測されない.予
備実験では,再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ上昇時の品質劣化は
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表2再生状態判断ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ
Table 2 Algorithm for classiら′ playback status
息好再生状態

F TL ≧ E

下落再生状態

Fn < E

かつ F ,t <

F n̲ 1

上昇再生状.

Fn < E

かつ F n >

F n̲ 1

非 良好平衡再生状態

F .t < E

かつ F rL ‑ F n ｰ 1

目視で確認できなかったが,再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ上昇
時の視聴感への厳密な影響は明らかではないため,商
業利用においては影響が出る可能性がある.
非良好平衡再生状態
再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄがｴﾝｺ‑ﾄﾞﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ未
満の値で,かつ再生ﾌﾚｰﾑﾚ‑ﾄが変化していない
とき,視認可能なﾌﾚ‑ﾑ落ちがところどころ戟測さ
れた.
時同(秒)

4.ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞ視聴感に基づいた再生品質
評価
4.1各状態滞留時間による評価
配信中に,各状態に滞留している時間の長さはｸﾗ
ｲｱﾝﾄ品質の基準となる.ｻ‑ﾊﾞからのﾃﾞ‑ﾀ受信
が間題なく行われ,安走した再生ができている場合は,
ｴﾝｺ‑ﾄﾞﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄどおりに再生が行われるた
め,良好再生状態が長いほどｸﾗｲｱﾝﾄにおける晶
質は高いといえる.下落再生状態が発生している場合
は,再生時にﾌﾚ‑ﾑ落ちが発生していることを示し
ており,この時間の長さは,再生品質劣化を細粒度で
観測する際に重要な指榛になると考えられる.ﾘﾊﾞｯ

図5ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ下落の連続性による評佃
Fig. 5 Detection of 6uCCe8Sive frame rate decreases.

時閤｣ ｢上昇再生状態時間｣ ｢非良好平衡再生状態時間｣
と走義する.
4.2再生ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ下落の達続性による評価
下落再生状態が続いた場合,ﾌﾚ‑ﾑ落ちが連続し
て起こるために再生が中断したように朝測され,視聴
感を大きく下げる.下落再生状態が持続している場合
と,ごく短時聞に突発的に発生している下落再生状態
を区別するために,再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ下落の連続性
を考慮した評価方法を考える.

ﾌｱ状態では再生が停止するため,ｴﾝﾄﾞﾕ‑ｻﾞ視聴
感に大きなﾏｲﾅｽになる,ﾘﾊﾞｯﾌｱ状態に運移す

ｸﾗｲｱﾝﾄでの再生ﾌﾚ‑ﾑﾚｰﾄを毎秒記録し,
3.3節で定義した各状態が連競している箇所を検出す
る.この結果, 1回の配信は,いくつかの状態連続区

る時点ですでにｸﾗｲｱﾝﾄでの再生状態は相当悪化
しており,品質劣化を早期に検出するためのﾊﾟﾗﾒ‑
ﾀとしては不適である.

間の集合に分けられる.これらのうち,下落再生状態
の連続区間(図5)において, i番目のものの開始地

上昇再生状態と非良好平衡再生状態については,他
のﾊﾟﾗﾒｰﾀほど直接的にｸﾗｲｱﾝﾄ品質を示さな

了する地点の時刻をLi,ﾌﾚｰﾑﾚ‑ﾄをqiとする.
下落再生状態が継続した場合は連続的なﾌﾚ‑ﾑ落
ちが発生するため,視聴者には再生が停止したよう
に観測される.再生停止はﾘﾊﾞｯ7ｱと同様に再生品
質を大きく低下させるため,短時間のﾊﾞ‑ｽﾄ的なﾌ

いと考えられる.上昇再生状態が存在するということ
は,前段階でﾃﾞ‑ﾀﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ以下への下落が発
生していることを示しているため, ‑概に高品質とは
いえか､,非良好平衡再生状態は,再生ﾌﾚ‑ﾑﾚｰ

点の時刻をsi,ﾌﾚｰﾑﾚ‑ﾄをpi,連涜状態が終

ﾄが連続的に下落しているときほどのｺﾏ落ちは観測
されないが,ｺﾏ落ちが発生していないことを表して

ﾚ‑ﾑ落ちとは区別する必要がある.そこで,下落再
生状態が継続した時閤について2乗し重み付けをした.
1配信中で検出した下落再生状態の区間数をnとし,

いるのでもか､ため,品質評価指標としての倭先度は
下がる.

ｸﾗｲｱﾝﾄ再生品質評価式を次のように定義する.

各再生状態の判断ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを表2に示す.な
お,ｴﾝｺｰﾄﾞ7ﾚ‑ﾑﾚｰﾄをE(Lps),配倍開始
からn秒後のﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄをFnとする.
3･3節で示した各配信状態について,配信中の合計
時間をそれぞれ, ｢良好再生状態時間｣ ｢下落再生状態

vdo‑n ‑ ∑(qi ‑Pi) ･ (ti ‑ Si)2
･.｣1

なお,ｴﾝｺ‑ﾄﾞ7ﾚｰﾑﾚｰﾄが高い場合は同じ
ﾌﾚ‑ﾑﾚｰﾄ下落幅であっても再生品質への影響は
小さくなる.逆にｴﾝｺ‑ﾄﾞﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄが低い場
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合はﾌﾚ‑ﾑﾚｰﾄ下落の影響は大きくなる.現在は
多くの配倍で30fpsによるｴﾝｺ‑ﾄﾞが標準的に用い
られているため,ｴﾝｺ‑ﾄﾞﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄに対する
下落割合は評価式では考慮していないが,異なるｴﾝ

ｴﾝｺｰﾀﾞ
(WindowB Mo血
Enc∝br)

ｻｰﾊﾞ
(Windows M8dh

PCﾙ‑ｰﾀ
糾IST Nd)

ﾃｽﾄ用
tむ画ﾌ7'ｲﾙ

ｺ ﾄﾞﾌﾚ‑ﾑﾚｰﾄで評価する際には下落割合につ
いて検討する必要がある.

恥瑚

祝瀧着

5.実験

PCのｽﾍﾟｯｸ
P8ntLrFI H1 1GHz
ﾒﾓﾘ1(ﾕE)

5.1実験環境
図8実験ﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境

ｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞの配信形態には,ｻ‑ﾊﾞにあらかじ

Fig･ 6 Experimcntal environment.

めｴﾝｺ‑ﾄﾞしたﾌｱｲﾙを配置しておき,ｸﾗｲｱ
ﾝﾄからのﾘｸｴｽﾄに応じて提供するｵﾝﾃﾞﾏﾝ

表3ﾈｯﾄﾜ‑ｸ設走ﾊﾟﾗﾒ‑ﾀの値

ﾄﾞ方式と,ｴﾝｺ‑ﾀﾞで動画像をﾘｱﾙﾀｲﾑにｴﾝ
ｺ‑ﾄﾞしながら順次ｻ‑ﾊﾞに送出し,ｻ‑ﾊﾞから配信
を行うﾗｲﾌﾟ方式がある･ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ配億では,ま
とめてｸﾗｲｱﾝﾄにﾃﾞ‑夕を送信することが可能な
ため, QoS管理要求は‑般にﾗｲﾌﾞ配億ほど困難では
ない･本論文では,より高い精度でQoS管理が求めら
れるﾘｱﾙﾀｲﾑ配信を適用対象とし,実験はﾗｲﾌﾟ
方式で行った.ﾗｲﾌﾟ方式では,ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗなどの
映像をﾃﾞ‑ﾀｿｰｽとすることが‑般的であるが,実
験では再硯性の観点から動画像ﾌｱｲﾙをﾃﾞ‑ﾀｿ‑
ｽとし,ｴﾝｺ‑ﾀﾞﾊ‑ﾄﾞﾃﾞｲｽｸ上に配置した,
図6に実験環境の概要を示す･各機器は100Mbps
のｲ‑ｻﾈｯﾄによって接続されている.ｲﾝﾀ‑ﾈｿ
ﾄ上で発生する棟々なﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境を再規するた
め･ｻ‑ﾊﾟとｸﾗｲｱﾝﾄの間にPCﾙ‑ﾀを設置し,
NISTNetll)によるﾈｯﾄﾜ‑ｸｴﾐｭﾚｰﾄを行っ
た･実験ではﾈｿﾄﾜ‑ｸ伝送遅延,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ伝
送遅延ｼﾞｯﾀ(ゆらぎ),ﾊﾟｹｯﾄﾛｽ率について表3
に示す値を設走した.
本研究で提案する方式は,ｻｰﾊﾞ･ｸﾗｲｱﾝﾄ形態
で配信するｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞ配侶ｼｽﾃﾑには基本的に
適用可能である･本実験では,ｻ‑ﾋﾟｽｿﾌﾄｳｪｱ
にWindows Mediaｼ1) ‑ｽﾞ12)を用いた. windows
Mediaｼﾘｰｽﾞは現在最も普及しているｽﾄﾘ‑ﾐﾝ
ｸﾞ配信ｺﾝﾎﾟ‑ﾈﾝﾄである.
ｸﾗｲｱﾝﾄ再生品質取得には, wind.ws Media
SDKを用いて1秒ごとの再生状態とｲﾍﾟﾝﾄをﾛｸﾞ
として記録した･再生状態として記録した項日は,再
生開始からの経過時問と毎秒の再生ﾌﾚ‑ﾑ状態であ
る･ｲﾍﾞﾝﾄとして記録した項日は,再生閑始,再生
停止･ﾊﾞｯﾌｱﾘﾝｸﾞ開始,ﾊﾟｯﾌｱﾘﾝｸﾞ終了であ
る･このﾛｸﾞに記録された毎秒の再生ﾌﾚ‑ﾑ状態と,
4章で示した再生状態判断ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを用いて,各
再生状態時間と下落の連続性による再生品質評価億を

Table 3 Network con6gurations.

遅延(ms)
遅廷ｼﾞｯﾀ(%)
ﾊﾟｹｯﾄﾛｽ率(%)

0. 50, 100

200, 300

0, 50, 100
0, 3, 5, 7,

10

表4ｴﾝｺ‑ﾄﾞ設定
Table 4 Encode con負guration6.

動画Codec
曹声codec
ｴﾝｺｰﾄﾞﾋﾞｯﾄﾚｰﾄ
ｴﾝｺ‑ﾄﾞ7ﾚ‑ﾑﾚｰﾄ

Windows Media Video 9
WindDW6 Media Alldio 9
340kbps･ 148kbps. 58kbpB
30 fps

算出した.
5.2ｺﾝﾃﾝﾂ
ｴﾝｺ‑ﾀﾞで利用可能な動画像のｴﾝｺ‑ﾄﾞ方式は
大きくvBR (Variable Bit Rate)とcBR (Constant
Bit Rate)に分けることができる. VBRが動画像の
内容によって時間あたりのﾃﾞ‑ﾀ量が増減するのに対
して･ CBRは動画像の動き量などと関係なく‑定の
ﾚ‑ﾄでﾃﾞ‑ﾀをｴﾝｺ‑ﾄﾞする方式である.ﾈｯﾄ
ﾜ‑ｸ消費帯域がｺﾝﾃﾝﾂに依存しにくいため,ｽ
ﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞのｴﾝｺ‑ﾄﾞ方式では, ‑般にCBRが
用いられている.実験では, CBRを用いてｴﾝｺ‑
ﾄﾞを行った･ｴﾝｺ‑ﾄﾞ設定は表4のとおりである.
映像の長さは3分間で,講義の棟子を撮影したも
のを使用した･実験機では動きの大きい動画像のｴﾝ
ｺ ﾄﾞが困雛であったため,動きの比較的小さい映像
を用いている･動きの大きい動画像を用いた場合は,
ﾌﾚ ﾑ落ちがより視聴者に視認されやすい可能性が
ある･本静文では再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄからﾌﾚ‑ﾑ落
ちを検出するため･員視による観測を併用して閥値の
設定を行った･その結果,比較的動きの大きい部分に
おいても1秒間1ﾌﾚ‑ﾑ未滞の再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ̲
ﾄ下落ではﾌﾚ‑ﾑ落ちとして視認できなかった,こ
のため･ 1秒間1ﾌﾚ‑ﾑ以上の下落を日視可能なﾌ
ﾚｰﾑ落ちとして統‑的に取り扱った.
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5.3実験結果
本節では,まず提案した品質評侶関数がｴﾝﾄﾞﾕ‑
ｻﾞ視聴感を表しているかを確認するために,日視によ
るﾌﾚ‑ﾑ落ち観測結呆と捷案方式による再生晶質評
価を比較する.次に,ﾈｿﾄﾜｰｸ環境がｻ‑ﾋﾞｽ品
質にどのような影響を与えているかを明らかにするた
めに,ｸﾗｲｱﾝﾄ側で硯れる影響とｻ‑ﾊﾞ側で現れ
る影響の両方について検討する.具体的には,ﾈｯﾄ
ﾜ‑ｸ環境とｸﾗｲｱﾝﾄ再生品質評価値との相関,
ﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境とｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞ項目との相関を示す.
これらをふまえ,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀとｸﾗｲｱﾝ
ﾄ再生晶質評価億との相関を示し,ｻ‑ﾊﾞｻｲﾄﾞでの
ｸﾗｲｱﾝﾄ品質把撞のために,有効なﾛｸﾞ項巨=こ関
して議論する,
なお,以降の項で示す図中で,ﾌﾟﾛﾂﾄが打たれて
いない部分は,測走不能であったためのﾃﾞ‑ﾀ欠落に
よる.

5.3.1晶質評価方法と日視によるｺﾏ落ち観測結
果の相関
図7は,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ環墳と目視によるﾌﾚｰﾑ落
ちの有無を示したものである.結果に若干のばらつき
は見られるが,ﾊﾟｹｯﾄﾛｽに遅延ｼﾞｯﾀ,遅延をと
もなう場合はほとんどの場合でﾌﾚ‑ﾑ落ちが観測さ
れた.
園8は,ｸﾗｲｱﾝﾄでの再生品質とﾈｯﾄﾜ‑ｸ
状態の相関を示したものである.ｸﾗｲｱﾝﾄ再生品
質として,左の図は4.1節で走義した良好再生状態時
間を,中央の図は4.1節で走義した下落再生状態時間
を,右の図は4.2節で定義した下落連耗性による品質
評価値☆を用いてﾌﾟﾛﾂﾄした.なお, 4.1節で走義
した再生状態時間のうち,上昇再生状態時間と非良好
平衡再生状態時間についてはﾈｯﾄﾜｰｸ状態との強
い粕関は見られなかった.

園7日視によるｺﾏ落ちの有無とﾈｯﾄﾜ‑ｸ状態の相関
Fig. 7 Correlation of frame drop by direct observation
and network status.

ていない場合は遅延,遅延ｼﾞｯﾀが増大しても品質に
影響はほとんど出ていないことが分かる.ﾊﾟｹｯﾄﾛ
ｽが発生している場合は,遅延時間が長くなると品質
は劣化するが,遅延ｼﾞｯﾀをともなう場合は特に大幅
な品質劣化が起きている.この結果より,ﾊﾟｹｯﾄﾛ
ｽが発生している環境下では,遅延そのものの大きさ
よりも遅延ｼﾞｯﾀの大きさがｸﾗｲｱﾝﾄ再生品質に
大きな影響を与えていることが分かる.
5.3.3ﾈｯﾄﾜｰｸ状鯨とｻｰﾊﾟE]ｸﾞの相関
ﾈｯﾄﾜｰｸ環境によるｻ‑ﾋﾟｽ品質への影響が
ｻｰﾊﾞﾛｸﾞにどのように現れるかを知るために,ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ状態とｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞとの相関を示す.図9は,
ｻｰﾊﾞﾛｸﾞ項目とﾈｯﾄﾜ‑ｸ状態の相関を示したも
のである.左の囲は,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞ中のｸﾗｲｱﾝﾄ受
倍ﾊﾟｹｯﾄ数について,中央の図は,ｸﾗｲｱﾝﾄ喪
失ﾊﾟｹｯﾄ数について,右の図は,ｸﾗｲｱﾝﾄ回復
ﾊﾟｹｯﾄ数についてﾌﾟﾛﾂﾄしている.
左図,中央図より,ﾊﾟｹｯﾄﾛｽ率が増加すると,
ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞでは受信ﾊﾟｹｯﾄ数の減少,襲失ﾊﾟｹｯﾄ
数の増大が観測される.また,ﾊﾟｹｯﾄﾛｽが発生し

3つの評価方法による品質評価結果と目視結果と比
較すると,目視でｺﾏ落ちを確認できた場合について

ている環境下では,遅延ｼﾞｯﾀの増加や遅延の大幅な
増加が,受倍ﾊﾟｹｯﾄ数減少,喪共ﾊﾟｹｯﾄ数増大を

はいずれのｹ‑ｽでも劣化を検出しており,加えて日
視で確認できなかったｹ‑ｽでも品質劣化を検出でき
ていることから,日視結果よりやや細かい楕度で晶質
劣化を検出できているといえる.

招く. B]復ﾊﾟｹｯﾄ数は,受膚,喪共ﾊﾟｹｯﾄ数と異な
る変動を見せる.右図より,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境の悪化
にともなって回復ﾊﾟｹｯﾄ数も増大するが,悪化が著
しい場合には逆に回復ﾊﾟｹｯﾄ数は微減している.回

5.3.2ﾈｯﾄﾜｰｸ状態とｸﾗｲｱﾝﾄ再生晶質
の相関
図8より,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ上でﾊﾟｹｯﾄﾛｽが発生し

復ﾊﾟｹｯﾄ数とは再送が成功した数を示しており,ﾊﾟ
ｹｯﾄの到達性が非常に悪くなると再送成功率が下が
るため,回復ﾊﾟｹｯﾄ数も減少していると考えられる.

☆ 4.2節で示した評価式とは別に,下落再生状態の継続時聞の重
み付けを3乗して算出しﾌﾟTjｯﾄしたものと囲7の比較も行っ
たが,日視による結果と大きく異なる結果になったため,重み
付けは2乗が適当であると判断した.

図8の結果と合わせると,再生晶賓の劣化度合が
大きいほど,受倍ﾊﾟｹｯﾄ数は小さく喪失ﾊﾟｹｯﾄ数
が大きいことから,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞにおける受信ﾊﾟｹｯﾄ
数,喪共ﾊﾟｹｯﾄ数の割合はｸﾗｲｱﾝﾄ再生品質の
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程慶を直接的に表していると予想できる.回復ﾊﾟｹｯ
ﾄ数は,再生品質劣化が見られない場合(ﾊﾟｹｯﾄﾛ
ｽ率o%,遅延ｼﾞｯﾀ50%以上の場合など☆)でも若
干見られ,再生品質劣化が起きている場合は必ず大き
☆ﾊﾟｹｯﾄﾛｽ牢o%,遅延200ms以上では,掛､遅延の場合
と異なり,遅延ｼﾞｯﾀの影替がほとんど見られない現象が見られ
た.ｱﾌﾟ1)ｹ‑ｼｮﾝｻｲﾄﾞの要困が考えられるが,詳細は不
明である.ただし,片道遅延20Oms以上の遅延は実配借では
それほど頃掛こは見られない.大規模配倍では広域負荷分散技
術によりﾈｯﾄﾜｰｸ的に近いｻｰﾊﾞを遺択させることが通例
であるからである.

QoS

and

server

log
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な値を示している.このことから,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞ中の回
復ﾊﾟｹｯﾄ数は,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ環墳,ｸﾗｲｱﾝﾄ再
生品質の低下に敏感に反応しているといえる.
513･4ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞとｸﾗｲｱﾝﾄ再生晶質の相関
図10は,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞ項目とｸﾗｲｱﾝﾄ再生品質
の相関を示したものである.左の図では,良好再生状
態時間によるｸﾗｲｱﾝﾄ品質評価を,中央の図では,
下落再生状態時閤によるｸﾗｲｱﾝﾄ品質評価を,右
の図では,下落連続性によるｸﾗｲｱﾝﾄ晶質評価を
行った.
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品質の劣化が見られない場合は受信ﾊﾟｹｯﾄ数が
100%の地点を起点とし,回復ﾊﾟｹｯﾄ数の増加にと

いる.ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞではRTSP制御ｺﾈｸｼｮﾝから得

もない再生品質の劣化が見られる.喪失ﾊﾟｹｯﾄが発
生し始める時点では再生品質はかなり劣化している.

ｹｯﾄ数),再送信ﾊﾟｹｯﾄ数(回復ﾊﾟｹｯﾄ数)や

た情報を記録するため,送倍成功ﾊﾟｹｯﾄ数(受信ﾊﾟ

さらに再生品質が劣化するほど受信ﾊﾟｹｯﾄ数と回復
ﾊﾟｹｯﾄ数が減少,喪失ﾊﾟｹｯﾄ数が増加する.この
傾向はいずれの再生品質評価でもほぼ同じである.

再送失敗ﾊﾟｹｯﾄ数(喪失ﾊﾟｹｯﾄ数)と各ｼｽﾃﾑ
とも項目は共通している.
また,現在これらのｼｽﾃﾑで標準的に用いられ
ているのはMPEG‑4に準拠した庄縮方式となってい

ここで注目したいのは,再生品質がやや劣化を始め
る地点では,喪失ﾊﾟｹｯﾄは観測されず,受信ﾊﾟｹｯ

る.今回用いた動画ｺ‑ﾃﾞﾂｸであるWindows Me‑
diaVideo 9もMPEG‑4方式である.特に高画質な

ﾄ数もほとんど減少しないことである.このため,受
信ﾊﾟｹｯﾄ数,喪失ﾊﾟｹｯﾄ数だけに着日した場合,

ものにはMPEG‑2が用いられることもあるが,これ

品質の劣化が始まっている事実を見逃す可能性がある.
‑方,回復ﾊﾟｹｯﾄ数は,品質劣化が始まる少し前の
状態から大幅な増加を見せるため,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞにおけ
る回復ﾊﾟｹｯﾄ数は品質劣化の重要な指標になること
が分かる.
5.3.5実験結果のまとめ
ｸﾗｲｱﾝﾄ品質評価,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ状態情報,ｻ‑
ﾊﾞﾛｸﾞの相関を見たとき,ﾈｯﾄﾜ‑ｸでﾊﾟｹｯﾄﾛ
ｽが発生した場合は遅延ｼﾞｯﾀ,遅延の順で品質に影
響が出ることが分かった.ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞ項目のうち,受
信ﾊﾟｹｯﾄ数,喪失ﾊﾟｹｯﾄ数はｸﾗｲｱﾝﾄ再生品
質劣化の発生と,ｻ‑ﾋﾞｽに影響を与えるだけのﾈｯ
ﾄﾜ‑ｸ環境劣化検出には有効である.ただし,微細
な品質の劣化は検出できない場合がある. ‑方,回復
ﾊﾟｹｯﾄ数はｸﾗｲｱﾝﾄでの品質劣化が発生した時
点では必ず増加が見られ,また品質劣化が発生する前
段階のﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境劣化が起きた場合にも増加が
見られた.このため,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞで回復ﾊﾟｹｯﾄ数を
観測することは,ｸﾗｲｱﾝﾄ再生品質把撞とﾈｯﾄ
ﾜ‑ｸ環境把撞に有効であることが明らかになった.
5.3.6議論
回復ﾊﾟｹｯﾄ数の再生品質劣化への影響に関しては,
以下の可能性が考えられる.再送発生でﾃﾞ‑ﾀﾊﾟｹｯ
ﾄ到着ﾀｲﾐﾝｸﾞが遅れた場合,ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝ内
のﾃﾞｺ‑ﾄﾞ処理,表示といったｸﾗｲｱﾝﾄ内処理が
加わることにより,再生ﾀｲﾐﾝｸﾞに遅れることがあ
る.これは品質劣化として検出される.この場合,ｸ
ﾗｲｱﾝﾄ負荷が高いほど回復ﾊﾟｹｯﾄの影響は顕著
になると考えられる.
Windows Mediaのほか,代表的なｽﾄﾘ‑ﾐﾝ
ｸﾞｻ‑ﾊﾞｼｽﾃﾑとしてはReal社のHelix Server,
Apple社のDarwin Streaming Serverがある.これ
らも含めた現在のｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞ配信ｼｽﾃﾑでは,
ｸﾗｲｱﾝﾄでのﾃﾞ‑ﾀﾊﾟｹｯﾄの受信状態をRTSP
ﾌﾟﾛﾄｺﾙを用いてｻ‑ﾊﾞに通知する仕組みとなって

らはいずれもﾌﾚ‑ﾑ間庄縮方式である.再生品質劣
化が起き始める閥値が異なる可能性はあるが,ﾃﾞ‑ﾀ
ﾛｽによる映像への影響の傾向は基本的には共通して
いると予想される.
実装の違いが大きい部分として,配信状態が変化し
た際にｻ‑ﾊﾞからの配信ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄを切り替える
ﾀｲﾐﾝｸﾞがある.ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ切替え時にはｸﾗ
ｲｱﾝﾄではﾘﾊﾞｯﾌｱﾘﾝｸﾞとして観測されるが,
本論文ではﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄ切替えが起こる以前の,ﾌ
ﾚ‑ﾑ落ちによる再生品質劣化を対象としているので,
結果に大きな影響は与えないと考えている.
このようにｽﾄﾘ‑ﾑﾃﾞ‑ﾀ転送,制御の枠組みは
同様であることから,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞで得られる再送ﾊﾟ
ｹｯﾄ数(windowsMediaにおける回復ﾊﾟｹｯﾄ数)
が品質劣化を示す指標となる点,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境に
おける遅延ｼﾞｯﾀが再生品質により大きな影響を与え
る点に関しては同様の結呆が得られると考えられる.
また,実験で用いたMPEG‑4のようなﾌﾚ‑ﾑ間
庄縮方式では,厳密にはﾊﾟｹｯﾄﾛｽによってどのﾌ
ﾚ‑ﾑが喪失するかにより再生品質に影響が現れる可
能性があった.このため,複数回数実験を行い,得ら
れた結果に差が見られないことを確認した.
本論文では音声に関する品質評価は行っていないが,
音声の途切れは,画像の乱れ,ﾌﾚ‑ﾑ落ちよりも‑
般に敏感に知覚されるとされており,ﾕ‑ｻﾞ視聴感に
大きく影響すると考えられる.このため,動画像では
1秒問1ﾌﾚ‑ﾑ未滴の下落は視認できなかったため
検出しなかったが,音声の場合はより細かい時間単位
での検出が求められると考えられる.ｸﾗｲｱﾝﾄで
の音声品質評価を行い,本論文での評価手法を適用す
ることにより,音声に関してもﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境,音
声再生品質,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞの相関を導出することは可能
である.

6.関連研究
ｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞにおけるﾈｯﾄﾜ‑ｸの影響に関し
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て,実際にﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟによりｲﾝﾀ‑ﾈｯﾄ上の
複数箇所から接続し,解析を行った研究がある13).実

と,ｻ‑ﾊﾞﾛ91h,ｸﾗｲｱﾝﾄ品質,ｻ‑ﾋﾞｽ品質に
影響を与えるﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境の相関が明らかでない

環境下で,広域での実験結果で有効性は高いが,実験

ことの2つである.そこで本論文では,ｸﾗｲｱﾝﾄ
での再生ﾌﾚ‑ﾑﾚ‑ﾄに着日し,再生状態遷移を分

年が古いため64kbpsでの接続実験であることと,ｵ
ﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞｺﾝﾃﾝﾂによるものであるため,今日の
高速回線を利用した高ﾋﾞｯﾄﾚ‑ﾄでのｽﾄﾘ‑ﾐﾝ

析,評価することにより再生品質を走量化することで,
目視よりも高精度な品質評価を行った.次に再生品質

ｸﾞにそのまま適用することは難しい.また,本研究は
ﾗｲﾌﾞ配信を前提としており,ﾀ‑ｹﾞｯﾄが異なる.

評価値とｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞ,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ状態の相関を散布
図により示し,ｲﾝﾀ‑ﾈｯﾄｽﾄﾘ‑ﾐﾝｸﾞではﾊﾟ

同じく実環境下で,ｸﾗｲｱﾝﾄに再生品質をｻ‑
ﾊﾞｻｲﾄﾞにﾌｲ‑ﾄﾞﾊﾞｯｸするよう実装を行い,ﾈｯ
ﾄﾜ‑ｸ状態との連動を長期間調べた研究14)がある.

ｹｯﾄﾛｽ率がｻ‑ﾋﾞｽに最も影響を与え,遅延の大
きさよりも遅延ｼﾞｯﾀがｻ‑ﾋﾞｽ品質劣化を招くこと

ここでの実装はﾈｯﾄﾜ‑ｸの状態との相関を得るた
めに利用されている.ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝは実験当時非
常に大きなｼｪｱを占めていたReal Playerをﾀ‑
ｹﾞｯﾄとしている.こちらもｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ配信を対象
としており,ﾀ‑ｹﾞｯﾄが異なっている.

を明らかにした.また,ｻ‑ﾊﾞﾛｸﾞに記録されるｸﾗ
ｲｱﾝﾄ回復ﾊﾟｹｯﾄ数が再生品質劣化とﾈｯﾄﾜ‑
ｸ環境悪化をいち早く検出するための指標となること
が分かった.

ｸﾗｲｱﾝﾄで品質を分析,ｻ‑ﾊﾞ側へﾌｲ‑ﾄﾞﾊﾞｯ

本論文で得られた知見から,実運用時には回復ﾊﾟｹｯ
ﾄ数を特に重点的に観測することで,管理者はｻ‑ﾋﾞ
ｽ品質劣化の兆侯を知ることが可能である.さらに,

ｸを行うことで品質管理を行うためのﾌﾚ‑ﾑﾜ‑ｸ
を提示したものがある15).この方式ではﾘｱﾙﾀｲﾑ

喪失ﾊﾟｹｯﾄが発生していればｸﾗｲｱﾝﾄでの再生
品質劣化は必至である.喪失ﾊﾟｹｯﾄが発生していな

にｸﾗｲｱﾝﾄでの再生品質を収集するため,最も正
確なｻ‑ﾋﾞｽ品質をｻ‑ﾊﾞ側で得ることができる.し
かし,ｸﾗｲｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝに変更を加える

ければ再生品質の劣化はまだ発生していないが,途中
ﾈｯﾄﾜ‑ｸでの遅延,遅延ｼﾞｯﾀが増大している可
能性が高い.

必要があり,ｺｽﾄが高いこととﾌﾟﾗｲﾊﾞｼに関する
間題も発生する可能性がある.本論文で提案した方式

本論文での結果をふまえ,実環境下での観測結果と

では,ｻ‑ﾊﾞ側ですでに持っているﾛｸﾞ情報からより
正確なｸﾗｲｱﾝﾄ品質情報を引き出すものであり,
ｸﾗｲｱﾝﾄへの変更は行わない,
ｸﾗｲｱﾝﾄにおける受信品質とﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境
の相関を調べた研究16)は本論文でのｱﾌﾟﾛ‑ﾁと基
本的なｱｲﾃﾞｱは類似している.ﾘﾊﾞｯﾌｱ回数とﾘ

の比較を行うことが今後必要であると考える.
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