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製品の概要
シスコ コンテント デリバリ システム（CDS）は、既存のビデオ ソリューションをはるかにしの
ぐ、ネットワークベースのアーキテクチャに基づく統合型システムです。このシステムには、デ
ジタル テレビやセットトップ ボックスにコンテンツを配信するための TV ストリーミングと、IP
接続デバイスにコンテンツを配信するためのインターネット ストリーミング、および
VQE（Visual Quality Experience）テクノロジーが組み込まれています。
Cisco VQE アプリケーションは、消費者にとっての最高のビデオ体験品質（QoE）を保証するよ
うに設計された、標準ベースのアプリケーションで構成されています。システムは、xDSL など
のデータ損失の多いアクセス メディア経由でブロードキャスト IPTV を確実に配信できるように
最適化されていますが、FTTx（Fiber-To-The-x）などの光回線を利用する展開においても効果を
発揮します。
はじめに、このシステムに含まれるエラー修復と IPTV 統計レポートの 2 つのアプリケーション
を紹介します。
エラー修復とは、ノイズの多いアクセス回線を IPTV パケットが通過するときに発生するエラー
を軽減するためのアプリケーションです。VQE テクノロジーは、建物内配線システムに関係する
損失にも対処します。Cisco VQE は、RTP（Real Time Transport Protocol）を使用して RFC
4588 で定義されている選択的再送信を行うことによって、受信側で視覚的または聴覚的に感知で
きるエラーを除去します。
VQE の IPTV 統計によって、革新的な、トランスポートに主眼を置いたエンドツーエンドの分析
が可能になります。これは、IPTV ネットワークの運営における大きな前進です。サービス プロ
バイダーは、RTP 統計を使用してネットワークのビデオ サービス提供能力の特性を詳細に把握す
ることで、ネットワークにおけるパフォーマンスの問題を迅速に検出、診断、修正することがで
きます。同時に、この統計は加入者の行動特性を知るのにも役立ちます。この情報は、後で新サ
ービスの開発や、特定利用者向け広告の配信に利用できます。このシステムでは、ビデオ ヘッド
エンド デバイスからネットワーク インフラストラクチャを介して個々のクライアントのセットト
ップ ボックスに至るネットワーク全体の、非常に詳細な RTCP（Real Time Control Protocol）統
計を提供します。
VQE は、サーバとクライアントのコンポーネントで構成されます。VQE サーバはレイヤ 3 マル
チキャスト エッジに接続します。レイヤ 3 マルチキャスト エッジは一般に、ビデオ スイッチン

グ オフィス（VSO）内に存在します。VQE クライアントは、消費者のセットトップ ボックスに
統合されています。サーバとクライアントは、標準ベースの RTCP シグナリングを使用して通信
します。VQE サーバは、ダウンストリームの VQE クライアントに対してエラー修復などのさま
ざまなサービスを行います。図 1 に、VQE クライアントとサーバの相対的な位置と通信経路を示
します。

図 1 Cisco VQE のサーバとクライアント

VQE 関連のコンテント デリバリ アプリケーション
シスコ CDS は、コンテント デリバリ エンジン（CDE）と呼ばれるハードウェア デバイスで構
成されます。CDE のそれぞれが 1 つ以上のアプリケーションを実行できます（詳細については、
シスコ コンテント デリバリ エンジンのデータシートを参照してください）。

表 1 シスコ コンテント デリバリ アプリケーション（CDA）スイート内の VQE アプリケーショ
ン
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製品の用途
VQE は、ファシリティ ベースで RTP 経由のビデオ サービスを提供するサービス プロバイダー
向けに設計されています。
全世界で、サービス プロバイダーが提供する xDSL ブロードバンド接続を利用した高速データ
（HSD）サービスおよび音声サービスを数百万人の加入者が利用しています。加入者あたりの平
均収益（ARPU）を高め、加入者をつなぎとめるために、ビデオ サービスの導入が進みつつあり
ます。ビデオ圧縮アルゴリズムにおける近年の進歩により、ビデオ サービスのために十分な帯域
幅を備えたブロードバンド接続の割合が増えています。ただし、ビデオはパケット損失の影響を
非常に受けやすく、パケット損失が起きるとブロックノイズ等が発生し、消費者からは画質が低
下したように感じられます。必要な帯域幅を備えたブロードバンド回線は数多くありますが、大
半は、ブロードキャスト品質のビデオに必要な低パケット損失率を保証していません。xDSL な
どの多くのアクセス回線は電気的インパルス ノイズが発生しやすく、ノイズが発生すると単一の
パケットまたは連続するパケットがランダムに破損します。破損したパケットは、顧客宅内機器
（CPE）での整合性チェックをパスできず、エントリ ポイントでドロップされます。また、パケ
ットが宅内配線システムを通過する過程でもインパルス ノイズの影響を受けることがあります。

特に、家庭内に 2 台目や 3 台目のテレビ受像機がある場合です。集合住宅においてもノイズの問
題は伴います。多くの集合住宅は共用配線システムを採用していますが、住民のビデオ サービス
利用が進むにつれて配線システムの規模が拡大しています。
ビデオ業界の標準化組織 Digital Video Broadcasting（DVB）は、動画のアーティファクトを 1 時
間あたり 1 個以下にすることを推奨しています。標準解像度の MPEG-2 サービスにこの推奨事項
を適用して単純に計算すると、パケット損失率（PLR）は 7.8 × 10^-7 以下でなければなりません
。大部分のサービス プロバイダーは、妥当な加入者カバー率を実現するために、xDSL ビット誤
り率（BER）の許容範囲を 10^-6 としています。この損失レベルでは、最悪の場合、PLR が 1 ×
10^-3 にもなる可能性があります。その結果、目に見えるアーティファクトが 1 分間に 1 回生じ
ることになりますが、消費者にとって明らかに許容範囲ではありません。
インパルス ノイズに伴う問題は、アクセス回線の限定に関する課題の原因となります。多くのサ
ービス プロバイダーが、今では保守的なアプローチをとっています。つまり、良好であることが
わかっている回線で接続している加入者のみにビデオ サービスを提供しています。その結果、特
定の地域の一部の家庭がビデオ サービスを受けられないという、サービス断片化が生じることが
あります。サービス断片化が存在する状態では、マーケティング キャンペーン、特にバンドル サ
ービスのキャンペーンが難しくなります。
Cisco VQE の製品とテクノロジーは、アクセス回線と宅内配線の両方でのインパルス ノイズの影
響を軽減します。たとえば、MPEG-4 標準解像度サービスの平均 PLR が 1 × 10^-3（1 分間に 1
個のアーティファクト）なら、サービスの平均 PLR を 1 × 10^-6（200 分間に 1 個のアーティフ
ァクト）にします。これによって、1 時間に 1 個のアーティファクトという DVB の推奨基準内で
サービスを提供できるようになります。限定の基準が低くなることで、ビデオ サービスを利用で
きるブロードバンド消費者の割合が増えます。顧客満足度が高まると、顧客ロイヤリティが向上
し、サービス プロバイダーのブランド価値が高まります。

機能と利点
表 2 に、Cisco VQE アプリケーションの機能と利点を示します。

表 1 シスコ コンテント デリバリ アプリケーション（CDA）スイート内の VQE アプリケーショ
ン
機能
利点
VQE アプリケーション
標準ベースのプロトコルとシグナリング
VQE は、RFC-3550 RTP および RFC-4588 のプロト
ビデオ サービスに復元力を持たせるための非干渉 VQE システムは、ヘッドエンドとクライアント デバ
型の接続
はありません。
ネットワーク インフラストラクチャを認識
QoS、マルチキャスト、ルーティング、およびハイア
VQE アプリケーションは一般に、レイヤ 3 マルチキ
柔軟な展開モデル
プ遅延、クライアント数に応じて、中央集中型の展開
複数の CDE 110（Cisco Content Delivery Engine 11
柔軟なロード バランシング
能です。
インターフェイスまたは Cisco CDE 110 ユニットで
ハイアベイラビリティ
グされます。
ビデオ/限定受信システムに依存しない
このトランスポート指向のシステムでは、標準解像度
統合型 Web サーバ
GUI を使用して、各 VQE サーバのアプリケーション
RTCP 統計
VQE サーバは、RTP レシーバとして RTCP 統計を発
VQE クライアント
標準ベースの RTP
MPEG デマルチプレクサ ハンドオフ前のインバウン
RTCP 統計
VQE クライアントは、RTP レシーバとして RTCP 統
サードパーティ製のセットトップ ボックスやその他
オープン ソース パッケージ
り、容易に統合できます。
VQE Channel Provisioning Tool

チャンネル プロビジョニング ツール
柔軟な GUI

Cisco VQE アプリケーションおよびクライアントに
グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）は非

製品アーキテクチャ
Cisco VQE は、サービス プロバイダーのネットワーク エッジでの展開に理想的なシステムです
が、中央集中型システムとして展開することもできます。このシステムは、サーバとクライアン
ト側のコンポーネントで構成されます。一般に、Cisco VQE アプリケーションを実行する Cisco
CDE 110 は Cisco 7600 シリーズ ルータなどのマルチキャスト レイヤ 3 エッジに直接接続されま
す。クライアントは、軽量型ソフトウェア コンポーネントで構成されます。このソフトウェアは
セットトップ ボックスに統合され、その他にも適切な顧客宅内機器（ホーム アクセス ゲートウ
ェイなど）への統合が可能です。図 2 を参照してください。

図 2 ネットワーク概要図
※ 画像をクリックすると、大きく
表示されます。

Cisco VQE アプリケーションの主な機能
ビデオ コンテンツの結合とキャッシュ
サービス プロバイダーは、マルチキャスト グループを使用してネットワーク インフラストラク
チャ上のビデオ ヘッドエンドからプロバイダー エッジまでリニア TV チャンネルを送信します。
Cisco VQE は、業界標準の IGMP（Internet Group Management Protocol）を使用してマルチキャ
スト グループを結合します。Cisco VQE アプリケーションは、各チャンネルのコンテンツを 1 秒
分から数秒分、高速 DRAM 内にキャッシュします。一定の時間が経過するとコンテンツはリフレ
ッシュされます。コンテンツをキャッシュすることによって、ダウンストリームの VQE クライ
アントに対するエラー修復や高速チャンネル切り替え（将来のリリースで追加予定）などの VQE
サービスを行います。

RTP および RTCP
Cisco VQE アプリケーションは、ダウンストリーム VQE クライアントからのインバウンド
RTCP メッセージを待ち受けます。メッセージには、エラー修復などの特定の VQE サービスを
要求するものや、RTP レシーバ統計を表すものがあります。クライアントからの要求に対しては
、Cisco VQE アプリケーションは適切な処理を実行して発信側クライアントに応答を返します。
インバウンド RTP レシーバ統計は、定期的に、TCP を使用して該当するデータベースとビデオ
品質分析アプリケーションにエクスポートされます。

VQE クライアントの主な機能
パケットの並べ替えとジッタ除去
セットトップ ボックスに統合された Cisco VQE クライアントは、ネットワーク バッファ内のイ
ンバウンド IPTV パケットの RTP シーケンス番号を監視します。クライアントは、RFC 3550 完

全準拠の RTP レシーバとして、順序どおりでないパケットを適切に並べ替えると共に、ネットワ
ークによって誘発されたジッタの影響を軽減してから、パケットをセットトップ ボックスの
MPEG デマルチプレクサ ステージに転送します。

エラー修復
Cisco VQE クライアントは、欠落した RTP シーケンス番号が到着するのを待ちます。パケット
がドロップしていた場合は、VQE サーバに対してパケットの再送信を要求します。再送信された
パケットは、クライアントのネットワーク バッファ内で並べ替えられ、ジッタを除去してから
MPEG デマルチプレクサにハンドオフされます。単一の RCTP メッセージによって、複数の連続
している、または連続していないパケットの再送信が要求されることがあります。

RTP レシーバ レポート
クライアントは、指定された VQE サーバに RTCP レシーバ レポートを送信します。レポートに
は、損失パケットおよび受信パケットの累積数と、パケット遅延およびジッタに関する情報が含
まれます。統計はチャンネルごとに集計されます。定期レポートを作成する頻度は、Cisco VQE
Channel Provisioning Tool を使用して設定することができます。

監視とチャンネル プロビジョニング
監視
Cisco VQE アプリケーションには統合型 Web サーバが組み込まれており、ネットワーク オペレ
ータはこれを利用してアプリケーションの状態とチャンネル単位の要約統計にアクセスすること
ができます。HTTPS をサポートする標準的な Web ブラウザであればどれでも、この情報へのア
クセスに使用できます。図 3 は、Cisco VQE アプリケーションの状態に関する最上位のビューで
す。

図 3 Cisco VQE アプリケーションの状態の監視
Cisco VQE の監視インターフェイスでは、基本的なチャンネル ラインアップ情報を参照すること
もできます。具体的には、ネットワークレベルの情報、つまり各チャンネルに関する取り込みの
状態およびアクティブな VQE クライアントのスナップショットが表示されます。図 4 に、この
表示の例を示します。

図 4 Cisco VQE アプリケーション チャンネル ラインアップ情報

チャンネル プロビジョニング
Cisco VQE Channel Provisioning Tool（VCPT）は、チャンネル ネットワーク情報を定義して
VQE サーバおよびクライアントに関連付けるための、ミドルウェアに依存しないアプリケーショ
ンです。グラフィカル インターフェイスは非常に直感的で、テンプレートベースのアプローチが
採用されているので、チャンネルとサーバの構成が簡素化されます。チャンネル定義の迅速な処
理に役立つ、強力なクローン機能を備えています。
Cisco VCPT は、専用の Cisco CDE 110 上で動作するように設計されています。関連付けられた
VQE サーバおよびクライアントとは、業界標準のシグナリングおよびプロトコルを使用して通信
します。チャンネル ネットワーク情報は、業界標準の SDP（Session Description Protocol）を使
用してサーバに送信されます。図 5 に、Cisco VCPT とその他の VQE ネットワーク コンポーネ
ントとの関係を示します。

図 5 Cisco VQE チャンネル ラインアップ
Cisco VCPT の主な機能は次の 4 つです。
チャンネル ラインアップの定義および構成（ネットワーク関連情報）
VQE サーバの定義と指定（ネットワーク アドレス）
チャンネル ラインアップとサーバ グループの関連付け
●

●

●

構成ファイルを保存し、構成ファイルを適切な VQE サーバに送信するオプション
図 6 に、Cisco VCPT アプリケーションに表示されたチャンネル ラインアップの要約を示します
。
●

図 6 Cisco VCPT チャンネル要約情報

製品仕様

表 3 Cisco VQE アプリケーションの製品仕様
項目
仕様
ネットワーク プロトコル：
IPv4
シリアル トンネル（STUN）
ARP（Address Resolution Protocol）
DHCP（Dynamic Host Control Protocol）
DNS（Domain Name System）
Ping/Trace Route
IGMPv2、IGMPv3
RTP、RTCP（RFC 3550、RFC 4588）
OSPF（Open Shortest Path First）
プロトコル
RTSP（Real Time Streaming Protocol）
ECMP（Equal Cost Multi-path Routing）
SNMPv2
Telnet（デフォルトでは使用不可能）
SSH（Secure Shell）プロトコル
SDP
Syslog
FTP、Secure FTP
XML
HTTPS
SNMPv2/System（システムの連絡先、場所など）
SNMPv2/SNMP（コールド/ウォーム スタートや認証失敗トラップなどの SNMP プロトコ
IFMIB（インターフェイスの状態/統計）
HOST-RESOURCE-MIB（Hrprinter テーブルを除く）：Linux ホストに関するシステム/メ
MIB
ロセッサ/ネットワーク/ディスク/パーティション/FS/ソフトウェア バージョンの情報
INTEL SERVER BASEBOARD 5：ベースボード コンポーネントの監視、SNMP アクセス
ーネントの情報取得（GET）および NOTIFICATION-TYPE コンストラクトによるセンサ
トの設定（SET）
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システム要件
Cisco VQE アプリケーションと VQE Channel Provision Tool は、専用の Cisco CDE 110 上で動
作するように設計されています。これらのアプライアンスの技術的詳細については、シスコ コン
テント デリバリ エンジンのデータ シートを参照してください。
表 4 製品性能要約：Cisco CDE 110 と Cisco VQE アプリケーション
項目
性能
MPEG2 標準解像度（3.75 Mbps）では 250 チャンネル
最大取り込みチャンネル数
、または MPEG4 帯域幅での同等数（現在テスト済みお
よび検証済みの数値）
同時 VQE クライアント数 10,000（平均パケット損失率
最大同時 VQE クライアント数
1 × 10^-3 の場合）
VCPT データベース内の最大チャンネル数
500 チャンネル
クライアントから VQE サーバへのラウン
クライアント ラウンドトリップ遅延 100 ms 以下
ドトリップ遅延の推奨値
●

●

●

●

サービスおよびサポート
シスコとパートナー各社がシスコのライフサイクル サービス アプローチを通じて提供する幅広い
エンドツーエンドのサービスおよびサポートは、お客様のネットワークのビジネス上の利点と投
資回収率を拡大するお手伝いをしています。このアプローチでは、テクノロジーとネットワーク
の複雑さに応じて、シスコのテクノロジーを適切に導入および運用し、ネットワークのライフサ
イクル全体にわたってパフォーマンスを最適化するために必要なアクティビティの、最小限のセ
ットを定義します。

関連情報
シスコ コンテント デリバリ アプリケーションの詳細については、
http://www.cisco.com/jp/product/hs/video/cda/ を参照してください。

