
ユーザ体感品質とネットワーク品質

NTTが長年提供している電話サー

ビスでは，電気通信事業者設備以外

の要素は，端末解放により自由化され

た電話機のみでした．そして電話機に

ついては端末設備規則や業界標準に

よって，その通話品質特性が規定され

ていました．このため，ネットワーク設

備の伝送品質を一定の品質に保つこと

は，すなわち電話サービスのエンド・

ツー・エンド品質を確保することを意

味しました．つまり，「ユーザ体感品質

（QoE: Quality of Experience）≒

ネットワーク品質」という関係が成り

立ちました．

そしてインターネットの時代になり，

ルータやPCなどの端末設備のバリエー

ションは飛躍的に増えましたが，当初

はネットワークの伝送容量が必ずしも

十分でなかったこともあり，典型的な

アプリケーションである電子メールや

Web閲覧におけるユーザ体感品質の支

配要因はネットワークのスループット

でした．つまりここでも「ユーザ体感

品質≒ネットワーク品質」という考え

方が踏襲されたのです．

しかし，ネットワークのブロードバン

ド化が進み，アプリケーションの動作

が複雑になってくると，ユーザ体感品

質を支配する要因が徐々に変わってき

ました．IPTVでは，端末におけるエ

ラー訂正能力やバッファ設定によって

ユーザが視聴する映像の品質が変わり

ます．また，クラウド環境を利用する

場合に多く見受けられる「ブラウザを

ユーザインタフェースとしたアプリケー

ション」では，サーバから端末にプロ

グラムの実行コードのみを送信し，端

末側で大半の処理を実行するようなア

プリケーションのつくり方が主流になっ

てきました．これによって端末の処理

性能や描画性能によってユーザ体感品

質が大きく左右されるようになります．

さらに無線LANや電力線通信（PLC:

Power Line Communication）の利用

を含むホームネットワークの複雑化は，

通信事業者からはみえない，新たな品

質要因を生み出しています（図１）．

上述の例は，いずれも「ユーザ体感

品質≠ネットワーク品質」となってき

ていることを示唆しています．しかも

昨今のマルチキャリア環境は，ネット

ワーク品質自体の監視・管理において

も，これまでの自社のオペレーション

だけでは対応できない複雑な問題を抱

えています．

以上を総合すると，「ユーザの体感

する品質を最適化する」という目標を
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お客さまの体感に基づくQoEセントリック
オペレーションを目指して

スマートフォンに代表される端末の高機能・高性能化やクラウド環境の進
展により，通信アプリケーションは一層その多様性を増しています．ネット
ワーク性能の高さがお客さまのサービス体感品質と対応していた時代とは異
なり，今後は端末やサーバの状態を加味しつつ，お客さまのサービス体感を
定量的に把握することが重要となります．本稿では，お客さま体感品質の向
上に向けた新たなフレームワークを提唱し，これを実現するための技術開発
動向を紹介します．
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図１　QoE を構成する要因 
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掲げたとき，まずそれを正しく可視化

することから始めなければいけない，と

いうことになります．

QoEセントリックオペレーション

の重要性

これまでNTTは通信事業者として自

社のネットワークの日々のオペレーショ

ンを通じて，ネットワーク品質の維持

向上に努めてきました．一方最近では，

前述のようなサービス提供環境の変化

によって，ネットワークオペレーション

だけでは対応できない課題も浮かび上

がってきています．

例えば，通信事業者として以下のよ

うな事象にどのように対応できるでしょ

うか．

■事象１

Aさんは，映画鑑賞を趣味としてお

り，NGNの回線契約と同時にIPTV

にも契約しました．ホームゲートウェ

イ（HGW）は今までの電話回線が引

き込まれていた自室に設置しましたが，

TVが置かれている居間のセットトップ

ボックス（STB）までケーブルを引く

のが困難だったため，無線LANを

HGW配下につなぎ，居間まで無線を

使って接続することにしました．買っ

てきたのは「300 Mbit/sの高速伝送

で，映像のストリーミング再生もコマ

落ちなし！」と書いてある無線LAN

ルータと子機でした．最初は快適に映

画を楽しんでいたのですが，そのうち

徐々にIPTVの映像が乱れるようにな

り，時には映像が判別できないほどの

乱れとなりました．このとき，新しく

購入したデジタルコードレス電話機が，

無線LANと同じ周波数を使っていて，

相互に干渉していることなど，Aさん

は知るよしもありません．

「なんてサービスなんだ！」と怒り

心頭のAさんは，コールセンタに相談

する気にもならず，町内会が契約を推

奨していたケーブルTV会社の「有料映

像配信サービス」のチラシを思い出し，

相談しました．結局AさんはIPTVを解

約し，ケーブルTVを契約．「インター

ネット接続と電話もセットにするとお

得です」というセールストークによって

NGN回線も解約することにしました．

ケーブルTVでは宅内をケーブル配線と

したため，当然ながら今までのような

映像の乱れはなく，快適に映画を楽し

むAさんは，「やっぱりケーブルTVの方

が品質が良いのだなぁ」と思うように

なり，友人にもことあるごとにその話

をするようになりました．

■事象２

法人のお客さまであるB社は，これ

まで自社サーバを使って運用してきた

業務アプリケーションの更改に合わせ

て，通信事業者が運営するデータセン

タを使ってクラウド化することを検討

していました．コスト削減をアピール

する通信事業者の営業担当者に対し

て，「アプリケーションの反応が遅いな

どの品質上の問題は本当にないのか？」

と確認しましたが，十分検証してある

から大丈夫だという回答でした．

情報システム担当者による１カ月の

検証期間を経て，特に品質上の問題

も見受けられなかったため，試用導入

することとなりました．しかし数週間

すると，複数の部署から「アプリケー

ションの動作が遅すぎて仕事にならな

い」との苦情が寄せられるようになり

ました．情報システム担当者は，自分

の環境では全く問題がなかったので，

拠点間のVPN（Vir tua l Pr iva te

Network）を中心にネットワーク品質

を確認するように通信事業者に要請し

ました．一部の部署の問題はネット

ワーク帯域の増設によって改善しまし

たが，依然，大半の部署の社員の問題

は解決しませんでした．

結局，この問題が原因となり，B社

の業務アプリケーションのクラウド移

行の話はなくなりました．実は問題が

解決しなかった社員のPCには特定の

常駐ソフトウェアがインストールされて

おり，この処理がCPUを圧迫していま

した．このため，業務アプリケーショ

ンのブラウザでのスクリプト処理と描

画処理を極端に遅くしていたのです．

しかし，通信事業者の担当者は，お客

さま端末の問題を最後まで疑いません

でした．

上記の例はフィクションではありま

すが，十分に起こり得る事象ではない

でしょうか．そしてこれらのお客さまの

不満を従来のネットワーク品質監視だ

けからとらえることは極めて困難です．

ここでの一番の問題は，通信事業者

が，自らのサービスをお客さまがどう

感じているのかを定量的に把握する手

段が限られているという点です．例え

ばユーザアンケートなどの手法もありま

すが，これでは対応が後手に回ります

し，問題の深刻度を正確に把握する

という観点でも疑問が残ります．

そこで私たちは，従来のネットワー

クオペレーションとユーザ体感品質レ

ベルの品質監視を統合することにより，

お客さまのサービス体感品質をさらに

向上させることを目指しました．私た

ちは，これを「QoEセントリックオペ

レーション」と呼んでいます．

ユーザ体感品質の推定

本特集で紹介するユーザ体感品質推

定技術は，物理的に計測可能な通信

の特徴量から，お客さまが実際に体感

するサービス品質を推定する技術です．



従来は，品質測定業務への適用を想

定して，音声や映像メディア信号の解

析に基づく技術が主流でした．しかし，

最近ではオペレーションへの適用を意

識し，「パッシブ計測」と「リアルタ

イム計測」が強く求められ，結果とし

てパケットキャプチャデータや装置ロ

グなどの情報の解析に基づく技術の開

発がさかんに進められています．

本特集記事『IPTVサービスの品

質推定技術』では，UDP（Use r

Datagram Protocol）ベースの映像

配信サービスの品質を，端末にエー

ジェントソフトウェアを組み込むこと

により監視する技術を紹介します．こ

の技術は国際標準化機関であるITU-T

（International Telecommunication

Union -Telecommunication Stan-

dardization Sector）において，勧

告P.1201.1として採択されました．

また，『プログレッシブダウンロード型

映像配信サービスの品質推定技術』で

は，dマーケットやBeeTV，YouTube

に代表されるTCP（Transmission

Control Protocol）ベースの映像配

信サービスの品質を推定する技術を紹

介します．この技術はTCPの動作メカ

ニズムを利用し，配信経路上の任意の

監視点で品質把握が可能である点が特

長です．

さらに，『ブラウザベースアプリケー

ション品質推定技術』では，ブラウザ

を介して提供されるHTMLベースのア

プリケーションのログ情報を用い，ユー

ザ体感待ち時間を推定する技術を紹介

します．Ajax＊１やFlash＊２といった

Web技術の進展によって変化したコン

テンツの特徴をしっかりととらえます．

最後に，『3D映像の品質評価技術』

では，3D映像のユーザ体感品質を視

覚心理実験によって定量化する手法，

この評価値を客観的に推定する手法，

さらにはユーザ体感品質の別の側面と

しての「疲労感」の評価手法など，

3D映像品質を取り巻く最新の研究動

向を紹介します．

品質研究の方向性

ここまで，ユーザ体感品質の定量的

な把握が重要であることを述べてきま

した．当然ながら，品質上の問題点を

可視化するのは第１ステップであり，

QoEセントリックオペレーションを実

現するためには品質上の問題とネット

ワーク品質やサーバ性能との対応付け，

お客さまの不満解消を目指したCRM

（Customer Relationship Manage-

ment）＊３との連携が必要となります．

これらは通信事業者からお客さまに

一定の品質のサービスを提供するため

のフレームワークといえますが，これと

は別に，お客さまやサービスプロバイ

ダと連携して品質をつくりあげるとい

ユーザが感じるサービス品質（QoE）の見える化技術
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ユーザ 

図２　品質 API と共創品質の適用イメージ 

品質アナウンス・予報 
（ネットワーク・サービスレコメンドへの 
応用も可能） 

サービス利用品質レポート 
（アプリケーション制御フィードバックへの 
応用も可能） 

①アンテナは３本立っ 
　ているのに何で遅い 
　の？ 

①エンドユーザはアプ 
　リケーションを快適 
　に使っているのだろ 
　うか？ 

②御社の10%のお客さまは，端末 
　上の問題によって劣悪な品質で 
　サービスを受けています． 

③次の場所に移動して 
　から映画を見よう！ 

③まずい．推奨端末 
　を決めよう！ 

②現在このエリアは込み合ってい 
　るので200 kbit/s程度のスルー 
　プットです． 

品質API 共創品質 

各種 
サービスプロバイダ NTT

＊1 Ajax（Asynchronous JavaScript + XML）：動
的にページの一部を書き換える技術の
総称．

＊2 Flash：アドビシステムズが開発している動
画やゲームなどを扱うための規格，および
それを制作する同社のソフトウェア群の名
称で，インタラクティブなWebサイトの構
築に利用されます．

＊3 CRM：情報システムを応用して企業が顧客
と長期的な関係を築く手法のこと．
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うフレームワークも考えています．つま

り，これまでのように事業者から「提

供される品質」を享受するだけでなく，

ユーザ自身も工夫・選択することで，

実効的なユーザ体感を向上させるフ

レームワークです．これを私たちはユー

ザの体感している品質状態をサービス

プロバイダに提供し，そのサービス向

上に貢献する「品質API」に対して，

「共創品質」と呼んでいます（図２）．

ユーザが工夫・選択するためには，

判断材料となる情報が不可欠です．例

えば，電車の利用者には，決められた

スケジュールで電車が運行されている

こと（事業者提供品質）がもっとも大

事ですが，マイカー利用者にとっては，

渋滞情報や天気予報など，自らが目的

地やルートを判断するための情報がもっ

とも重要です．

このようなアナロジで考えると，通

信品質についても事業者からユーザに

対して品質情報を提供する努力が払わ

れるべきだと考えます．このためには

ネットワークやそれを通じて提供され

るサービスの品質をタイムリにとらえ，

ユーザに分かりやすい指標で表現する

技術が必要となります．

さらに，品質APIによりサービスプ

ロバイダは，ユーザIDを入力すること

で，特定のユーザがどのような品質で

映像配信を見ているのかが分かり，ユー

ザからクレームが出る前にトラブルを未

然に防止したりと，役立てることがで

きます（図３）．このような機能を，

ネットワークAPI＊４の一種としてとら

え，私たちは品質APIの提供を行って

いきます．

本特集で紹介するユーザ体感品質推

定技術は，このような共創品質や品質

APIを実現するためにも必須の要素技

術であり，NTT研究所ではこれからも

技術開発を進めていきます．

（左から）高橋 玲/ 林　 孝典

私たちはこれまで通信事業者に閉じて行っ
てきた品質向上の枠組みを，サービスプロ
バイダやユーザと協調した新たな枠組みに
進化させたいと考えています．いろいろな
方々と協業させていただきたいと考えてい
ますので，関心をお持ちの方はぜひご連絡
ください．

◆問い合わせ先
NTTネットワーク基盤技術研究所
通信トラヒック品質プロジェクト
TEL 0422-59-7188
FAX 0422-59-6364
E-mail takahashi.akira lab.ntt.co.jp

品質APIによる情報提供 

リクエスト 

f（ユーザID１，２，３…） 

キャリアの 
サービス 
提供基盤 

・ユーザID１，位置情報，利用アプリケーション，伝送品質， 

　アプリケーション品質，推定主観品質… 

・ユーザID２，位置情報，利用アプリケーション，伝送品質， 

　アプリケーション品質，推定主観品質… 

各種 
サービス 
プロバイダ 

・ユーザの品質実態値を 
　統計処理しレポート化 

図３　品質APIの機能イメージ 

映像配信サービスの 
ユーザへの提供品質 
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＊4 ネットワークAPI：キャリアのネットワー
クサービスやサードパーティアプリケー
ションがネットワーク機能を利用するため
のソフトウェアインタフェース．課金情報
や位置情報を取得する機能が代表的．


