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ここではITUにおけるQoE（Quality
ofExperience）/QoS（Qualityof
Service）関連技術の国際標準化動向
を紹介します．まず，通信品質に関
する国際標準化の意義を振り返り，
代表的なITU勧告を紹介します．そ
して，近年活発に議論されている技
術領域を紹介します．

インサービスQoE 
管理の実現

電話の時代には，通信品質に関する
技術 ・ 基準の国際標準化において，通
話品質の担保を目的に，品質評価法と
これに基づく品質設計の研究が活発に
行われてきました．

近年は，ネットワークを利用するア
プリケーションの多様化とトラフィッ
ク特性のダイナミックな変化が顕著で
あり，特定アプリケーションの均質な
ユーザ利用特性を想定した画一的な品
質設計では現実問題に対応できなく
なってきています．そこで，さまざま
なアプリケーションのQoE (Quality 
of Experience)を定量的に評価する技
術に加えて，サービス提供中の品質を
監視し，問題に迅速に対応する「イン
サービスQoE管理」を実現するため
の技術の標準化が活発に行われてい
ます．

ここでは，QoEやQoS（Quality of 
Ser vice）に関係する技術の国際標準
化の意義と，ITUにおける代表的な標
準例，今後の方向性を，ITU-T SG12

の活動を中心に紹介します．

標準化の意義

■ユーザ保護
インターネットのように複数のネッ

トワークを経由して提供されるサービ
スや，伝送特性が不安定になりやすい
無線アクセスを利用したモバイルサー
ビスにおいて，従来のようにエンド ・
ツー ・ エンドで品質を「保証」するこ
とは困難ですが，「ユーザ保護」とい
う考え方は現在も社会的に通信サービ
スに対して要求される概念です．

例えば，現在総務省を中心に検討さ
れているインターネット品質計測等の
あり方に関する研究会（1）では，特にモ
バイル通信事業者がユーザに提示する
QoS情報の妥当性 ・ 公平性を議論して
おり，これはまさにユーザ保護の精神
に基づいています．そして，このよう
な事業者共通の取り組みを進めるにあ
たり，国際的に合意された方法論の確
立は極めて重要です．
■尺度の統一化

国際的な「取り決め」を議論する前
に，まず，各国 ・ 機関が共通の「尺度」
を用いる必要があります．その意味で
客観的な物理特性の尺度（信号レベル
など）だけでなく，主観的なユーザ体
感品質の良し悪しを表現する尺度（主
観品質評価尺度）についても国際的に
標準化することが重要です．

■エンド ・ツー ・エンド品質の確保
例えば，あるネットワークの性能が

極めて優れていても，接続先の別の
ネットワークが劣悪であれば，双方の
ユーザが悪い品質を経験することに
なります．家電製品のように製品単体
の性能が問題となるケースとは異な
り，エンド ・ ツー ・ エンドで信号をや
り取りすることにより成立する通信
の性質上，国際的なルールを定めてお
くことは品質を議論するうえでも極
めて重要です．

また，ネットワークと端末の接続と
いう観点でも，双方で特性を合わせて
おく必要があります．例えば，音声通
話においては，極端に音量の大きい端
末や小さい端末が存在してしまうと，
ユーザが過大 ・ 過小音量を経験するだ
けでなく，ネットワークが想定してい
る信号レベルとの乖離に起因してエ
コー処理などの信号処理に支障をきた
す場合があります．

代表的なITU標準

■総合通話品質指標
主観品質評価は，人間の知覚品質を

直接的に計測する方法であり，もっと
も信頼できる方法ですが，多大の労力
と時間を必要とすることから，特に
サービス提供中の品質評価に適用する
ことは困難です．そこで通信の物理的
な特徴量から主観品質を推定する技術
が研究されており，これを客観品質評
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価と呼びます．
客観品質評価には，入力として用い

る物理量の違いによっていくつかのカ
テゴリがあります．ITUでは，ネット
ワークや端末の設計パラメータから総
合的な通話品質を推定する方法として
勧告G.107（E-model）を提供してい
ます．これによって得られる評価値は
R値と呼ばれ，主観品質であるMOS

（Mean Opinion Score）にマッピング
することが可能です．

R値は日本国内のIP電話サービスの
品質基準として採用されており，より
具体的なR値の計算方法はTTC標準 

（JJ-201.01）に定められています．
■音声計測に基づくQoE推定

E-modelは，品質設計パラメータに
基づいて主観品質を推定しますが，パ
ラメータを計測すること自体が困難な
場合や，E-modelが前提としている端
末特性などが必ずしも当てはまらない
場合などがあります．例えばVoLTE
サービスにおけるエンド ・ ツー ・ エン
ドのパケット損失率を計測するために
は，端末におけるパケットキャプチャ
などが必要となりますが，これは一般
には容易ではありません．このような
場合には音声（波形）信号を計測する
ことで音声品質を推定する技術が用い

られます．
日本国内のTTC標準（JJ-201.01）

においてもR値を補完するパラメータ
として採用されている技術が勧告
P.862（PESQ: Perceptual Evalu ation 
of Speech Quality）とP.863 （POLQA: 
Perceptual Objective Listening Quality 
Analysis）です．特に，POLQAは昨今
のスマートフォンのVoIP（Voice over 
Internet Protocol）アプリケーションで
よく用いられる超広帯域（15 kHz帯域）
音声の評価にも適用可能である点，帯
域の異なる音声の品質を相互比較可能
である点など，従来の技術にはない長
所を有しています．

今後の方向性

■インサービスQoE管理
Web閲覧，プログレッシブダウン

ロード型映像配信，スマートフォン上
のVoIPアプリなど，最近のアプリケー
ションの多くがベストエフォートネット
ワーク上で提供されており，サービス
提供中のQoE管理（インサービスQoE
管理）の重要性が一層増しています．

ITUでは，VoIPの音声品質をイン
サービス評価可能な技術として勧告
P.563，IPTVを対象技術として勧告

P.1201およびP.1202を勧告化してい
ます．またプログレッシブダウンロード

（PDL）型映像配信サービス（YouTube
やニコニコ動画など）を対象とした技
術を，標準化コードネームP.NATSと
して検討中であり，2015年の標準化
完了を目指して技術コンペを実施中で
す．P.NATSでは，再生開始待ち時間
や再生停止回数 ・ 時間といった品質要
因に加えて，映像の可変レート符号化
によって生じる品質変動の影響の評価
もスコープに加えており，多くの機関
が関心を示しています．
■端末特性規定

端末の伝送特性規定の標準化に関し
ては，双方向性を有する（車載を含む）
電話端末，TV電話端末，テレプレゼ
ンス端末などについて今後も継続する
必要があります．特に，音量（ラウド
ネス定格）やエコーの問題は「古くて
新しい」課題であり，VoIPアプリケー
ションなどのソフトウェア開発者に音
量設計やエコー処理の規定をいかに浸
透させていくかが，ユーザに快適な通
信を提供するためには重要であり，国
際標準化が果たすべき役割は大きいと
考えます．
■ネットワーク品質

ネットワーク品質に関しては，従来
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のように特定サービスを想定した品質
クラスを規定する方法の限界がみえて
きており，サービスの進化に柔軟に対
応するための新たなアプローチが求め
られています．

また，パケット損失率や遅延時間と
いった品質指標自体も，比較的定常性
が想定できる固定ネットワークを前提
に検討されてきた経緯もあり，モバイ
ルネットワークの性能を表現する指標
として必ずしも十分ではないという問
題点もあります．

例えば，ネットワークの性能を表現
する指標としてしばしば用いられる

「ピークスループット」も，特にモバ
イルネットワークでは，ピーク特性が
安定的に観測されるわけではなく，い
わゆるスピードテストの計測結果が
ユーザのサービス利用実感と乖離する
ことは容易に想像できます．

さらに，モバイルネットワークでは，
通信が不安定な状態を定量的に評価す
ることも重要であり，安定的に計測可
能な場所 ・ 時間のデータだけで品質を
議論するのは危険です．

例えば，「つながれば高スループッ
トになるのだが，つながらない場合も
ある」というネットワークの良し悪し
は，従来の品質指標では表現が困難で

す．別の言い方をすると，これまで「可
用 性（availa bility）」 と「 伝 送 品 質

（transmission quality）」は別々の話
として扱われてきましたが，モバイル
通信では両者が同時に議論される必要
があります．

今後は，このような既存の品質指標
の問題点を克服する，新たな品質指標
を標準化し，ユーザに適切に品質情報
を開示することが重要です．
■新たなサービスへの対応

音声 ・ 映像通信については，高臨場
感TV会議サービス（テレプレゼンス），
3D映像 ・ 4K映像サービスの主観品質
を的確に評価する方法と，その客観的
な推定技術の標準化検討が開始されて
います．またオンラインゲームなど，
遅延時間に大変敏感なアプリケーショ
ンの登場も，ネットワークの品質要求
条件の検討に一石を投じています．

今後の展開

ITU-T SG12における検討課題を中
心に，QoE/QoS関連技術の国際標準
化の意義とこれまでに国際標準が果た
した役割について説明しました．

電話サービスに代表されるような双
方向通信においては，エンド ・ ツー ・

エンド品質を確保するためにネット
ワーク事業者や端末ベンダが共通の取
り決めに基づいて品質を設計する必要
が高く，依然として品質規定を国際標
準化する意義は大きいと考えます．

一方で，Web閲覧や映像配信のよう
な片方向通信においては，品質を定量
的に評価する手法を標準化し，ユーザ
がネットワークやサービスを選択する
際の指標を共通化することが重要で
す．今後は，これらの視点に立ち，国
際標準化すべき事項と競争に任せるべ
き事項を的確に見極めることが肝要で
あると考えます．

■参考文献
（1） http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/

speed_measurement/


