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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送データを分割してパケットデータを作成し、該パケットデータをネットワーク経由
で配信する放送配信システムであって、
　前記パケットデータに対し前記ネットワーク内における転送優先度を設定した上で前記
ネットワーク内に投入する送信側装置と、
　接続されるユーザ端末が指定したパケットデータを配信する複数の受信側装置と、
　を備え、
　前記送信側装置は、さらに
　前記パケットデータの前記ネットワーク内における転送経路として、運用ルートおよび
予備ルートを予め設定し、前記複数の受信側装置の中で、前記運用ルートにおいて前記ネ
ットワークから前記パケットデータを受信する第１の受信側装置を、前記ネットワークか
ら受信したパケットデータを蓄積メモリに一時的に蓄積した上で他の受信側装置である第
２の受信側装置に転送するマスターの受信側装置として設定し、前記第２の受信側装置を
スレーブの受信側装置として設定する経路設定手段と、
　前記マスターの受信側装置の蓄積メモリの蓄積量に対応した転送優先度を前記パケット
データに設定する転送優先度設定手段と、
　前記蓄積メモリの蓄積量が所定量以下となった場合に前記転送経路を前記運用ルートか
ら前記予備ルートに切り替え、前記予備ルートにおいて前記ネットワークから前記パケッ
トデータを受信する第２の受信側装置を前記マスターの受信側装置として設定を切り替え
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る経路切替手段と、
　を備えたことを特徴とする放送配信システム。
【請求項２】
　前記ネットワークは、マルチプロトコルラベルスイッチングによって転送を行なうネッ
トワークであり、前記パケットデータに設定された転送優先度をマルチプロトコルラベル
スイッチングヘッダに引き継がせる優先度引継ぎ手段をさらに備えたことを特徴とする請
求項１に記載の放送配信システム。
【請求項３】
　放送データを分割してパケットデータを作成し、該パケットデータをネットワーク経由
で配信する際に、前記パケットデータに対し前記ネットワーク内における転送優先度を設
定した上で前記ネットワーク内に投入する送信側装置と、接続されるユーザ端末が指定し
たパケットデータを配信する複数の受信側装置とを有する放送配信システムによって実行
される放送配信方法であって、
　前記送信側装置は、
　前記パケットデータの前記ネットワーク内における転送経路として、運用ルートおよび
予備ルートを予め設定し、前記複数の受信側装置の中で、前記運用ルートにおいて前記ネ
ットワークから前記パケットデータを受信する第１の受信側装置を、前記ネットワークか
ら受信したパケットデータを蓄積メモリに一時的に蓄積した上で他の受信側装置である第
２の受信側装置に転送するマスターの受信側装置として設定し、前記第２の受信側装置を
スレーブの受信側装置として設定する経路設定工程と、
　前記マスターの受信側装置の蓄積メモリの蓄積量に対応した転送優先度を前記パケット
データに設定する転送優先度設定工程と、
　前記蓄積メモリの蓄積量が所定量以下となった場合に前記転送経路を前記運用ルートか
ら前記予備ルートに切り替え、前記予備ルートにおいて前記ネットワークから前記パケッ
トデータを受信する第２の受信側装置を前記マスターの受信側装置として設定を切り替え
る経路切替工程と、
　を含んだことを特徴とする放送配信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、放送データを分割してパケットデータを作成し、該パケットデータをネッ
トワーク経由で配信する放送配信システムおよび放送配信方法に関し、特にＩＰ網経由で
放送をサイマルキャストする放送配信システムおよび放送配信方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、テレビやラジオなどの放送は電波によって配信されてきた。このため、同じ時間
帯に同一の番組を視聴することが可能であった。
【０００３】
　ところが近年、ネットワーク技術の発展にともない、従来の電波による配信以外の伝送
媒体をもって放送を受信可能とすることが求められている。
【０００４】
　例えば、特許文献１は、放送を直接受信可能な携帯端末において、放送の直接受信が困
難な場合に基地局とのデータ通信回線を用いて放送内容を取得する技術を開示している。
また、特許文献２は、車載の放送受信装置において、基地局が放送する情報のうち自車両
にとって必要な情報を選択して受信する技術を開示している。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２５２７８号公報
【特許文献２】特開平１１－３５５８５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　電波放送に代替しうる伝送媒体を新規に構築するのは困難であり、既存の伝送媒体を利
用することが求められる。利用しうる既存の伝送媒体としては、既に広域に敷設されたイ
ンターネット網を利用することが好適である。
【０００７】
　しかし、インターネット網ではデータ送達に必要な帯域の保証や、データが到達するま
でに要する時間の保証が行なわれていない。そのため、従来の技術でインターネット網を
介して放送を配信すると遅延が生じ、サイマルキャストを実現することができないという
問題点があった。
【０００８】
　また、テレビ放送など映像データを伴う放送では配信するデータ量が大きいため、ネッ
トワークに負荷がかかるという問題点があった。
【０００９】
　この発明は、上述した従来技術よる問題点を解消し、課題を解決するためになされたも
のであり、ＩＰ網経由で放送をサイマルキャスト（Simulcast:　Simultaneous　Broadcas
ting）する放送配信システムおよび放送配信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一実施態様に係る放送配信シス
テムは、放送データを分割してパケットデータを作成し、該パケットデータをネットワー
ク経由で配信する放送配信システムであって、前記パケットデータに対し前記ネットワー
ク内における転送優先度を設定した上で前記ネットワーク内に投入する送信側装置と、前
記ネットワークから前記パケットデータを受信し、蓄積メモリに一時的に蓄積した上で出
力する受信側装置と、を備え、前記送信側装置は、前記蓄積メモリの蓄積量に対応した転
送優先度を前記パケットデータに設定することを特徴とする。
【００１１】
　この発明によれば放送配信システムは、ネットワークからパケットデータを受信し、蓄
積メモリに一時的に蓄積した上で出力するとともに、メモリの蓄積量に対応した転送優先
度をパケットデータに設定する。
【００１２】
　また、本発明の一実施態様に係る放送配信システムは、前記パケットデータの前記ネッ
トワーク内における転送経路を予め設定する経路設定手段と、前記蓄積メモリの蓄積量が
所定量以下となった場合に前記転送経路を切り替える経路切替手段と、をさらに備えた構
成として良い。
【００１３】
　この発明によれば放送配信システムは、パケットデータの前記ネットワーク内における
転送経路を予め設定し、受信装置のメモリの蓄積量が所定量以下となった場合に転送経路
を切り替える。
【００１４】
　また、本発明の一実施態様に係る放送配信システムは、前記の構成において、複数の受
信装置間でパケットデータの配信を行なうことを特徴とする。
【００１５】
　この発明によれば放送配信システムは、受信装置のメモリ蓄積量に応じネットワークに
おけるパケットの転送優先度を制御するとともに、受信装置間でパケットデータの配信を
行なう。
【００１６】
　また、本発明の一実施態様に係る放送配信方法は、放送データを分割してパケットデー
タを作成し、該パケットデータをネットワーク経由で配信する放送配信方法であって、前
記パケットデータに対し前記ネットワーク内における転送優先度を設定した上で前記ネッ
トワーク内に投入するパケットデータ送信工程と、前記ネットワークから前記パケットデ
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ータを受信し、蓄積メモリに一時的に蓄積した上で出力する受信工程と、前記送信工程は
、前記蓄積メモリの蓄積量に対応した転送優先度を前記パケットデータに設定することを
特徴とする。
【００１７】
　この発明によれば放送配信方法は、ネットワークからパケットデータを受信し、蓄積メ
モリに一時的に蓄積した上で出力するとともに、メモリの蓄積量に対応した転送優先度を
パケットデータに設定する。
【００１８】
　また、本発明の一実施態様に係るネットワーク装置は、パケットデータに付与された転
送優先度を読み取ってマルチプロトコルラベルスイッチングヘッダに引き継がせる優先度
引継ぎ手段と、マルチプロトコルラベルスイッチングによってデータ転送を行なうネット
ワークに前記マルチプロトコルラベルスイッチングヘッダを付与したデータを投入する投
入手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１９】
　この発明によればネットワーク装置は、パケットデータに付与された転送優先度を読み
取ってマルチプロトコルラベルスイッチングヘッダに引き継がせる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば放送配信システムおよび放送配信方法は、ネットワークからパケットデ
ータを受信し、蓄積メモリに一時的に蓄積した上で出力するとともに、メモリの蓄積量に
対応した転送優先度をパケットデータに設定するので、ＩＰ網経由で放送をサイマルキャ
ストする放送配信システムおよび放送配信方法を得ることができるという効果を奏する。
【００２１】
　また、本発明によれば放送配信システムは、パケットデータの前記ネットワーク内にお
ける転送経路を予め設定し、受信装置のメモリの蓄積量が所定量以下となった場合に転送
経路を切り替えるので、トラフィック状態の変化による放送配信中断を回避可能な放送配
信システムを得ることができるという効果を奏する。
【００２２】
　また、本発明によれば放送配信システムは、受信装置のメモリ蓄積量に応じネットワー
クにおけるパケットの転送優先度を制御するとともに、受信装置間でパケットデータの配
信を行なうので、ネットワークへの負荷を軽減しつつ放送を配信可能な放送配信システム
を得ることができるという効果を奏する。
【００２３】
　また、本発明によればネットワーク装置は、パケットデータに付与された転送優先度を
読み取ってマルチプロトコルラベルスイッチングヘッダに引き継がせるので、異なるネッ
トワーク間で転送優先度を引継ぎ可能なネットワーク装置を得ることができるという効果
を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る放送配信システムおよび放送配信方法の好
適な実施の形態を詳細に説明する。
【実施例】
【００２５】
　まず図１を参照し、本発明にかかる放送配信システムの概要について説明する。同図に
示すように本発明にかかる放送配信システムでは、映像配信ソース１が提供する映像デー
タは、ＩＰエンカプセレータ２によってＩＰカプセル化され、ネットワーク３を介して加
入者端局装置（ＳＬＴ;Subscriber Line Terminal）１２に送信される。
【００２６】
　加入者端局装置１２は、ネットワーク３からＩＰカプセル化されたパケットデータを受
信し、メモリ機能によって一時的に蓄積した上でユーザ端末に提供する。ここで、加入者
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端局装置１２は、映像配信ソース１から例えばテレビ放送１０チャンネル分を受信してメ
モリ機能によって蓄積し、ユーザ端末に対してはユーザ端末から指定された特定の１チャ
ンネル分の映像データを提供する。
【００２７】
　また、加入者端局装置１２は周辺の他の加入者端局装置１１，１３と接続されており、
加入者端局装置間で映像データを転送する。したがって、加入者端局装置１１は、加入者
端局装置１２からテレビ放送１０チャンネル分の転送を受け、加入者端局装置１１からユ
ーザ端末への配信を行なうことができる。
【００２８】
　さらに、加入者端局装置１２は、ネットワーク３を介して自身のメモリの蓄積量をＩＰ
エンカプセレータ２に通知する。そして、ＩＰエンカプセレータ２は、加入者端局装置１
２におけるメモリの蓄積量に応じて、ＴｏＳ（Type of service）制御、すなわちパケッ
トデータの転送優先度制御を行なう。
【００２９】
　例えばこの放送配信システムでは、加入者端局装置１２におけるメモリ蓄積量が減少す
るとパケットの転送優先度を上げて優先的に放送データを転送し、メモリ蓄積量が増大す
るとパケットの転送優先度を下げることで、メモリ蓄積量の不足やオーバーフローを防ぎ
、加入者端局装置１２が蓄積するデータを必要最小限に抑えつつ放送を安定して配信する
ことができる。
【００３０】
　加入者端局装置１２でのメモリの容量が大きすぎると、蓄積に時間を要し、ユーザ端末
に放送内容を提供するまでの遅延時間が大きくなるので、メモリ容量を小さくすることで
、遅延時間を小さくし、サイマルキャストを実現することが可能となる。
【００３１】
　また、テレビ放送などの映像は配信に必要なデータ量が大きいため、高優先度でネット
ワーク３に投入し続けるとトラフィックに負担がかかる。そこで、加入者端局装置１２で
のメモリ蓄積量が十分である場合にはパケットの転送優先度を落とすことで、ネットワー
ク３の負荷を軽減することができる。
【００３２】
　さらに、加入者端局装置１２のメモリ蓄積量が予め定めた閾値以下となった場合、ネッ
トワーク３内における転送経路を変更することで、ユーザ端末へ配信すべきデータの不足
を回避することができる。
【００３３】
　ここで、加入者端局装置１２がユーザ端末へ配信するためのデータ取得経路を変更する
場合、他の加入者端局装置を経由した経路を選択することも可能である。例えば図１では
、加入者端局装置１２は経路Ｒ１によって配信すべきデータを得ているが、ネットワーク
３内の障害などによって経路Ｒ１からデータを取得できなくなった場合には、加入者端局
装置１２のメモリ蓄積量が減少し、予め定めた閾値以下となり、これを契機に代替経路と
して経路Ｒ２を選択することができる。
【００３４】
　この経路Ｒ２では、加入者端局装置１１がネットワーク３から配信すべきデータを取得
し、加入者端局装置１２に転送している。このように、加入者端局装置１２は必ずしも寝
ネットワーク３から直接にデータを受信する必要は無い。なお、他の加入者端局装置を経
由する経路を選択するよりも、ネットワーク３内部のみでの経路変更を選択した方がデー
タを高速に安定して取得できるのであれば、ネットワーク３内部のみでの経路変更を選択
することもできる。
【００３５】
　続いて図２を参照し、放送配信システムの具体的な構成例について説明する。同図では
、システム全体をコンテンツ送信区間、ＭＰＬＳ区間、スプリッタ区間に区分している。
【００３６】
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　コンテンツ送信区間は、映像配信ソース１およびＩＰエンカプセレータ２によってなり
、テレビ放送事業者やコンテンツ配信事業者などが設置することが好適である。
【００３７】
　ＭＰＬＳ区間はネットワーク３に対応する区間であり、既存のインターネット網のコア
メトロネットワークである。具体的には、電話局などにインターネットプロパイダが敷設
したネットワーク設備であり、マルチプロトコルスイッチングルータ（同図ではルータＳ
１～Ｓ７）によって構成される。
【００３８】
　スプリッタ区間は、ＰＯＮ（Passive Optical Network）方式による既存のインターネ
ット網のアクセスネットワークである。具体的には、加入者端局装置１２に対して光カプ
ラ２１を介して加入者線終端装置（ＯＮＵ：Optical Network Unit）３１～３３を接続し
、ＯＮＵにユーザ端末、例えばＯＮＵ３１にＳＴＢ（Set Top Box）４１と表示装置５１
を接続して構成される。ここで、表示装置５１は、テレビ受像装置やパーソナルコンピュ
ータなど配信された放送データを視聴するための装置である。
【００３９】
　つづいて、図３～図５を参照し、ＭＰＬＳ区間における転送制御についてさらに説明す
る。ＭＰＬＳ区間では、マルチプロトコルラベルスイッチングによって、転送経路を明示
したルーティングを行なっている。
【００４０】
　ここでは図３に示すようにＩＰエンカプセレータ２からスプリッタ区間へのデータ送信
において、ルータＳ１，ルータＳ６，ルータＳ５の順に経由する転送経路と、ルータＳ１
，ルータＳ７，ルータＳ４の順に経由する転送経路の２つの経路設定する場合を例として
説明する。
【００４１】
　まず、ＩＰエンカプセレータ２が作成したＩＰパケットは、図４に示すようにＬ２ヘッ
ダ、ＩＰヘッダ、ＩＰペイロードを有する。ここで、ＩＰヘッダ内には、８ビットのＴｏ
Ｓ領域があり、ＩＰエンカプセレータ２はこのＴｏＳ領域に３ビットの転送優先度を書き
込んでいる。
【００４２】
　このＩＰパケットは、ＭＰＬＳ区間の入力側ルータであるルータＳ１に送られ、ルータ
Ｓ１はＩＰパケットにＭＰＬＳヘッダを付与する。このＭＰＬＳヘッダは、ラベル情報（
ビット数２０）、エクストラビット（ビット数３）、Ｓビット（ビット数７）、ＴＴＬビ
ット（ビット数８）からなる。
【００４３】
　そして、ルータＳ１は、ＩＰエンカプセレータ２が付与した転送優先度情報（TOSフィ
ールドのPrecedence(優先度)P3-P1ビット）をＭＰＬＳヘッダのエクストラビットに付け
替えることで、ＩＰエンカプセレータ２が付与した転送優先度を、ＭＰＬＳ区間での転送
優先度に反映させる。
【００４４】
　この後、ルータＳ１はＭＰＬＳヘッダを付与したパケットをルータＳ７に転送する。ル
ータＳ７は、受け取ったバケットのＭＰＬＳヘッダを書き換え、ルータＳ４に転送する。
【００４５】
　ＭＰＬＳ区間の出力側ルータであるルータＳ４は、受け取ったパケットのＭＰＬＳヘッ
ダを削除して、スプリッタ区間に出力する。
【００４６】
　経路の設定（明示的ルーティングの指定）は、図５に示すように、まず、ＯＳＰＦ（Op
en　Shortest　Path　First）等で経路情報を交換する。ルータＳ５のアドレスが192.168
であるとすると、ルータＳ５がルータＳ６へaddress192.168のルーティング情報を通知し
、ルータＳ６はルータＳ１にaddress192.168のルーティング情報を通知する。
【００４７】
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　同様に、ルータＳ４のアドレスが172.16であるとすると、ルータＳ４がルータＳ７へad
dress172.16のルーティング情報を通知し、ルータＳ７からルータＳ１へaddress172.16の
ルーティング情報を通知する。以上の経路情報の交換により、ルーティングテーブルが作
成される。
【００４８】
　つぎに、ルータＳ１は、出口側ルータであるルータＳ５、ルータＳ４にＩＰ経路情報に
使用するラベルを尋ねる。具体的には、まずルータＳ１からルータＳ５，Ｓ４ヘラベルの
割り当てを要求する。これを受けてルータＳ５は、ルータＳ６へaddress192.168へはラベ
ル５を使うよう通知する。さらにルータＳ６は、ルータＳ１に対してaddress192.168へは
ラベル６を使うよう通知する。
【００４９】
　同様に、ルータＳ４は、ルータＳ７へaddress172.16へはラベル４を使うよう通知する
。さらにルータＳ７は、ルータＳ１へaddress172.16へはラベル７を使うよう通知する。
以上のラベル割り当てにより、ルーティングテーブルに対応したラベルをローカルに決定
することができる。
【００５０】
　つづいて、パケットの配信に使用する経路の決定について説明する。パケットの配信に
使用する転送経路（運用ルート）は、加入者端局装置までの転送速度によって決定する。
具体的には、図６に示すように、まず任意にルートを仮決めし、ＩＰエンカプセレータ２
から、ある時刻にパケットをまとめて何個か送信する。それに対する確認応答（ＡＣＫパ
ケット）が帰ってくると、ＩＰエンカプセレータは送信パケット数を1つ増やす。このと
き、パケットを送信してから確認応答を受信するまでの時間が、ラウンドトリップ時間Ｒ
ＴＴになる。この動作を繰り返すうちにどこかのルータが混雑し、パケットの廃棄が発生
する。そうすると、ＩＰエンカプセレータ２は送信パケット数を半分に減らす。
【００５１】
　ある時刻にＷ／２個のパケットを送信し、ＲＴＴ毎に送信パケット数を1つ増やし、Ｗ
個のパケットを送信した時点でパケット廃棄が発生し、送信パケット数をＷ／２個に減ら
す。以上の動作を繰り返して定常状態とすることで、Ｗの値が得られる。
【００５２】
　このモデルから、データ転送速度S=(W-1)/(RTT/2）を算出し、算出したデータ転送速度
が要求値(例えば、標準TV 10チャネルの場合、20Mbps)以上であれば、仮決めしたルート
を運用ルートとする。また、同様の方法で別ルートである予備ルートを求めることができ
る。
【００５３】
　このように運用ルートを定めた後、運用ルートの遅延時間(RTT/2)分のメモリ容量を加
入者線端局装置にセットする。例えば、算出した遅延時間が400msの場合、20Mbps×400ms
=8Mbit のメモリ容量をセットする。
【００５４】
　このように、遅延時間によってセットするメモリ容量を個別に設定することにより、遅
延量の増大を防ぎ、必要最小限の遅延量とすることができる。なお、実際の設計において
は、マージンを含め設定する（例えば算出した遅延時間の×2倍のメモリ容量をセットす
る）ことが望ましい。
【００５５】
　そして、メモリ容量の中央値に動作点をおき、オーバーフロー方向及びアンダーフロー
方向にバッファを持たせる。かかるメモリによってバッファリングすることで、パケット
のゆらぎを吸収し、パケットの遅延量を一定とすることができる。
【００５６】
　なお、メモリ容量をセットされた加入者端局装置は“マスター”となり、エリア内の隣
接する加入者端局装置に“メモリセット完了信号”を流す。このメモリセット完了信号を
受信した加入者端局装置はスレーブとしてマスターから転送された映像パケットをユーザ
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端末に配信する。なお、受信した映像パケットは必要に応じてユーザ端末のインタフェー
スに適合するように、加入者端局装置でインタフェース変換する構成としても良い。
【００５７】
　つづいて、本システムにおける処理動作について図７および図８を参照して説明する。
まず、初期設定時においては、図７に示すように、帯域保証と遅延保証が可能な（すなわ
ちある程度の通信速度が確保可能な）ルートを探索する（ステップＳ１０１）。そして、
探索結果を用いて運用ルートと予備ルートを決定し（ステップＳ１０２）、運用ルートの
遅延量を加入者端局装置のメモリ容量としてセットし（ステップＳ１０３）、処理を終了
する。
【００５８】
　システム稼動時におけるコンテンツ送信区間は、図７に示すように、まず、加入者端局
装置から通知されたメモリ蓄積量ＢＯＣ(Buffer Occupancy)に基づいて転送優先度（Ｔｏ
Ｓ値を制御（ステップＳ２０１）したうえで、映像データをＩＰカプセル化し（ステップ
Ｓ２０２）、ＭＰＬＳヘッダを付与してネットワーク３に送信する（ステップＳ２０３）
処理を繰り返している。
【００５９】
　また、システム稼動時におけるスプリッタ区間は、図７に示すステップＳ３０１～ステ
ップＳ３０７の処理を繰り返す。具体的には、ネットワーク３から受信したパケットのＭ
ＰＬＳヘッダを解除し（ステップＳ３０１）、加入者端局装置のメモリに蓄積する（ステ
ップＳ３０２）。
【００６０】
　そして、メモリ蓄積量ＢＯＣをＩＰエンカプセレータ２に通知する（ステップＳ３０３
）とともに、メモリ蓄積量ＢＯＣを閾値と比較する（ステップＳ３０４）。その結果、メ
モリ蓄積量ＢＯＣが閾値以下であれば（ステップＳ３０４，Ｙｅｓ）、ルート切替え要求
を行なう（ステップＳ３０５）。
【００６１】
　メモリ蓄積量ＢＯＣ閾値よりも大きい場合（ステップＳ３０４，Ｎｏ）、もしくはルー
ト切り替え要求（ステップＳ３０５）の終了後、加入者端局装置は、隣接する加入者端局
装置にデータを配信（ステップＳ３０６）するとともに、ユーザ端末へのデータ配信（ス
テップＳ３０７）を行なう。
【００６２】
　加入者端局装置からルート切り替え要求が行なわれた場合のルート切替制御は、図８に
示すように、まず予備ルートを運用ルートに変更し（ステップＳ４０１）、新しい運用ル
ートの遅延量をメモリにセットする（ステップＳ４０２）。その後、新しい予備ルートを
探索して（ステップＳ４０３）、処理を終了する。
【００６３】
　つづいて、放送配信システムを構成する各装置の主要な装置について、装置構成の概略
を説明する。ＩＰエンカプセレータ２は、図９にしめすように、その内部にＤＶＢ－ＡＳ
Ｉインターフェース部２ａ、Ｌａｙｅｒ３処理部２ｂ、Ｌａｙｅｒ２処理部２ｃを有する
。
【００６４】
　ＤＶＢ－ＡＳＩインターフェース部２ａは、ＤＶＢ－ＡＳＩ（Digital Video Broadcas
ting-Asynchronous Serial Interface）によって映像配信ソース１から映像データを受信
し、パケットに分離する処理を行なう。
【００６５】
　Ｌａｙｅｒ３処理部２ｂは、分離されたパケットをＩＰカプセル化し、ＴｏＳ制御を行
なって出力する。また、運用ルートや予備ルートの探索のための帯域・遅延測定、加入者
端局装置から受信したＢＯＣ値によるＴＯＳ値変更指示などを行なう。
【００６６】
　Ｌａｙｅｒ２処理部２ｃは、Ｌａｙｅｒ３処理部２ｂとＷＡＮ－ＩＦ（Wide Area Netw



(9) JP 4724629 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

ork Interface ）との間に介在し、Ｅｔｈｅｒ化処理を担う。
【００６７】
　ルータＳ２～Ｓ５は、図９に示すようにＷＡＮ－ＩＦ間でのラベルスイッチングルータ
（ＬＳＲ）機能を有する。そして、ＭＰＬＳ区間の入力側であるルータＳ３１は、ＬＳＲ
機能に加えて転送優先度を付け替える機能部であるＴＯＳフィールド／ＥＸＰビット変換
部を有する。
【００６８】
　加入者端局装置１２は、図１０に示すように、その内部にＭＡＣ制御部１２ａ、速度変
換部１２ｂ、ＰＯＮ制御部１２ｃ、メモリ機能１２ｄ、メモリ容量セットアップ制御部１
２ｅ、映像パケット送受信機能部１２ｆを有する。
【００６９】
　メモリ機能部１２ｄは、既に述べたように受信したパケットを一時的に蓄積する。この
蓄積の最大容量をメモリ容量セットアップ制御部１２ｅが、運用ルートの遅延量に応じて
セットする。
【００７０】
　また、メモリ機能部１２ｄは、メモリ容量をセットした場合に、隣接する加入者端局装
置（同図では加入者端局装置１１，１３）に対してセット信号を送信する。このセット信
号を受信した加入者端局装置は、スレーブとして加入者端局装置１２から映像パケットの
転送を受ける。この映像パケットの転送を行なうのが、映像パケット送受信機能部１２ｆ
である。
【００７１】
　ＯＮＵ３１は、図１０に示すように、その内部にＯＮＵ機能３１ａに加え、Ｌ２ヘッダ
分離化３１ｂ、ＩＰカプセル分離化３１ｃ、ＤＶＢ－ＡＳＩパケット多重化３１ｄの機能
を有する。
【００７２】
　つづいて、放送配信システムの他の構成例について説明する。図１１は、携帯電話によ
るワンセグ放送受信をＩＰ網経由で行う場場合のシステム構成例である。本構成では、ル
ータＳ１に認証・課金サーバ６０を接続し、ＯＮＵ３１に携帯電話７１と通信する基地局
６１を接続している。その他の構成および動作については、図２に示したシステム構成例
と同様であるので、同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【００７３】
　現在、テレビ放送のアナログからデジタル移行が進んでいる。デジタル放送では一つの
周波数帯を１３のセグメントに分割し、固定型のテレビ受信装置用に４セグメントや１２
セグメントを使用した放送が行なわれる他、携帯端末用などとして１セグメントのみで放
送を行なう1セグメント放送がある。
【００７４】
　デジタル放送もこれまでのアナログ放送と同様に電波放送が行なわれるが、不可視聴エ
リアは残り、別の手段を用いたデジタルデバイド地域へ再配信が求められている。図１１
に示した構成例では、既に全国エリアへの展開が完了しているモバイルネットワークを使
用して、地上デジタル1セグメント携帯放送を再配信することができる。
【００７５】
　本構成例ではまず、携帯端末７１はメッセージをイーサネット（登録商標）フレームに
カプセル化し、認証・課金サーバにアクセスする。認証・課金サーバ６０はパケットに含
まれるユーザ情報を、ユーザデータベースと照合して認証を行ない、携帯端末７１へ認証
結果を通知する。
【００７６】
　正しく認証されれば、認証・課金サーバ６０はユーザデータベースから取得したアクセ
ス制御情報をルータＳ１に送信し、ルータＳ１は、携帯端末７１へアクセスの許可を通知
する。ルータＳ１は、認証・課金サーバ６０から受け取った情報に基づいて、携帯端末７
１からネットワークへのアクセスを制御する。なお、認証されていない携帯端末からの通
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信は、ユーザ認証が完了するまで認証に必要なパケットを除いて全て遮断する。また、認
証が失敗した場合には、ポートへのアクセスを一切拒否する。
【００７７】
　映像配信ソース１からＯＮＵ３１には、図２に示した構成と同様に映像データが配信さ
れるので、携帯端末７１から基地局６１へ視聴チャネルを要求すると、要求された1チャ
ネルの映像データが基地局６１から携帯端末７１へ送信される。
【００７８】
　また、他の携帯端末ユーザからの視聴要求に対しても全１０チャネル中、任意の１チャ
ネルを基地局から携帯端末へ送信する。
【００７９】
　かかる構成例によれば、モバイルネットワークを利用した地上デジタル１セグメント携
帯放送の映像配信方式では、以下の効果が生まれる。基地局まで常時全１０ｃｈ分映像配
信して置くことにより、複数の携帯端末が任意のアクセス要求したときのチャネルスキャ
ンの高速化が図れる。また、要求チャネルのみ携帯端末へ送信することにより、端末区間
の帯域の効率化が図れる。
【００８０】
　以上説明してきたように、本実施例にかかる放送配信システムおよび放送配信方法は、
加入者端局装置１２に放送データを蓄積するメモリ機能をもたせ、メモリの蓄積状態に基
づいてＴｏＳ制御および転送経路切替制御をおこなうので、ＩＰ網経由で放送のサイマル
キャストを実現することができる。
【００８１】
　なお、本発明にかかるシステムを構築するための装置や設備は、単一の事業者のもので
ある必要は無く、例えば他キャリアか敷設したネットワークを使用して本発明を実施する
ことが可能であることは言うまでも無い。
【００８２】
（付記１）放送データを分割してパケットデータを作成し、該パケットデータをネットワ
ーク経由で配信する放送配信システムであって、
　前記パケットデータに対し前記ネットワーク内における転送優先度を設定した上で前記
ネットワーク内に投入する送信側装置と、
　前記ネットワークから前記パケットデータを受信し、蓄積メモリに一時的に蓄積した上
で出力する受信側装置と、
を備え、
　前記送信側装置は、前記蓄積メモリの蓄積量に対応した転送優先度を前記パケットデー
タに設定することを特徴とする放送配信システム。
【００８３】
（付記２）前記パケットデータの前記ネットワーク内における転送経路を予め設定する経
路設定手段と、前記蓄積メモリの蓄積量が所定量以下となった場合に前記転送経路を切り
替える経路切替手段と、をさらに備えたことを特徴とする付記１に記載の放送配信システ
ム。
【００８４】
（付記３）前記予め設定された転送経路を用いた場合の遅延時間に対応して前記蓄積メモ
リの容量を設定するメモリ設定手段をさらに備えたことを特徴とする付記２に記載の放送
配信システム。
【００８５】
（付記４）複数の受信装置間で前記パケットデータの配信を行なうことを特徴とする付記
１～３のいずれか一つに記載の放送配信システム。
【００８６】
（付記５）前記ネットワークは、マルチプロトコルラベルスイッチングによって転送を行
なうネットワークであり、前記パケットデータに設定された転送優先度をマルチプロトコ
ルラベルスイッチングヘッダに引き継がせる優先度引継ぎ手段をさらに備えたことを特徴
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とする付記１～４のいずれか一つに記載の放送配信システム。
【００８７】
（付記６）放送データを分割してパケットデータを作成し、該パケットデータをネットワ
ーク経由で配信する放送配信方法、
　前記パケットデータに対し前記ネットワーク内における転送優先度を設定した上で前記
ネットワーク内に投入するパケットデータ送信工程と、
　前記ネットワークから前記パケットデータを受信し、蓄積メモリに一時的に蓄積した上
で出力する受信工程と、
　前記送信工程は、前記蓄積メモリの蓄積量に対応した転送優先度を前記パケットデータ
に設定することを特徴とする放送配信方法。
【００８８】
（付記７）パケットデータに付与された転送優先度を読み取ってマルチプロトコルラベル
スイッチングヘッダに引き継がせる優先度引継ぎ手段と、
　マルチプロトコルラベルスイッチングによってデータ転送を行なうネットワークに前記
マルチプロトコルラベルスイッチングヘッダを付与したデータを投入する投入手段と、
　を備えたことを特徴とするネットワーク装置。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　以上のように、本発明にかかる放送配信システムおよび放送配信方法は、放送データの
配信に有用であり、特にＩＰ網を介したサイマルキャストに適している。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明にかかる放送配信システムの概要について説明する説明図である。
【図２】放送配信システムの具体的な構成例について説明する説明図である。
【図３】図１に示したネットワーク３における転送経路の具体例を説明する説明図である
。
【図４】パケットのヘッダ情報について説明する説明図である。
【図５】ルーティングテーブルの具体例について説明する説明図である。
【図６】運用ルートの決定について説明する説明図である。
【図７】放送配信システムの処理動作を説明するフローチャートである。
【図８】ルート切替制御について説明する説明図である。
【図９】ＩＰエンカプセレータとルータの概要構成を説明する概要構成図である。
【図１０】加入者端局装置と加入者線終局装置の概要構成を説明する概要構成図である。
【図１１】携帯端末に１セグメント放送を配信する構成について説明する説明図である。
【符号の説明】
【００９１】
　　１　　映像配信ソース
　　２　　エンカプセレータ
　　２ａ　ＤＶＢ－ＡＳＩインターフェース部
　　２ｂ　Ｌａｙｅｒ３処理部
　　２ｃ　Ｌａｙｅｒ２処理部
　　３　　ネットワーク
　１１～１３　加入者端局装置
　１２ａ　ＭＡＣ制御部
　１２ｂ　速度変換部
　１２ｃ　ＰＯＮ制御部
　１２ｄ　メモリ機能部
　１２ｅ　メモリ容量セットアップ制御部
　１２ｆ　映像パケット送受信機能部
　２１　　光カプラ
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　３１～３３　ＯＮＵ
　４１　　ＳＴＢ
　５１　　表示装置
　Ｓ１～Ｓ７　ルータ
　６０　　認証・課金サーバ
　６１　　基地局
　７１　　携帯端末

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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