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ネットワーク科学

QoE-centricオペレーション

スマートフォンやタブレット端末な
どの高機能 ・ 高性能なモバイル端末の
普及に伴い，インターネットは私たち
の生活に欠かせない重要な社会インフ
ラになっています．インターネット技
術により提供されるサービスとその利
用形態は年々多様化し，音声通話 ・
映像配信 ・ Webブラウジングに加え，
近年ではモノのインターネット化

（IoT: Internet of Things＊ 1 ）がさま
ざまな業界に新サービスをもたらし始
めています．

一方，多種多様なサービスを取り扱
うネットワークでは，スケーラビリ
ティと信頼性を両立できるソフトウェ
ア実行環境が経済的に実現できるよ
う に な り，SDN（Software-Defined 
Net working）＊2やNFV（Network Func-
tion Virtualization）＊ 3 の仮想化技術
をキャリアネットワークに適用する検
討が進んできています．

これらの背景から，ネットワークを
用いてさまざまな通信サービスを快適
な品質で提供するためには，従来の
ネットワーク機器の正常性に着目した
監視に加え，ユーザ体感品質（QoE: 
Quality of Experience）＊ 4 を監視し，

問題の発生や予兆をとらえた保守運
用が重要です．特にネットワーク仮想
化の時代は，ネットワークの故障や品
質劣化が各種サービスに与える影響が
把握しづらくなることが懸念されてい
ます．

また，QoE要因がサーバや端末 ・ ア
プリケーションなどのネットワークの
外側にも拡大したため，ネットワーク
品質の確保だけでは快適なQoEの実
現が困難になっています．このため，
ネットワーク内外で収集した情報から
ネットワークの状態を把握するととも
に，これらの情報をサービス事業者や
エンドユーザと共有することで，ネッ
トワークの状態に応じたサービス提供
条件やサービス利用方法を最適化でき
ると考えています．

NTTネットワーク基盤技術研究所
では，QoEをサービス提供中に監視可
能なパラメータから定量化し，これを
最適化する保守運用サイクルを「QoE-
centricオペレーション」と称し，ネッ
トワーク科学的なアプローチも含めて
研究開発を進めています（1）．

QoE-centricオペレーションの
要素技術

QoE-centricオペレーションの実現

には，①QoE定量化，②QoE測定 ・
収集，③QoE分析 ・ 可視化，④QoE
制御の 4 つのステップが必要です（図
１ ）．まず，QoE定量化では，ネット
ワーク品質尺度（パケット損失や遅延，
遅延揺らぎ等），アプリケーション品
質尺度（音質，画質，レスポンス時間
等）とQoEの対応関係を解明し，サー
ビス提供中に監視可能な情報を用いて
QoEを客観的な尺度で定量化します．
次に，QoE測定 ・ 収集では，定量化し
たQoE情報を一元管理できるように
効率的に測定 ・ 収集し，QoE分析 ・ 可
視化により，サービス提供状態の把握，
QoE劣化要因の特定，QoE劣化予兆
の検知等，保守運用の迅速化を図りま
す．最後にQoE制御では，分析 ・ 可視
化したQoE情報に基づき，ネットワー
クリソースの最適割当やポリシー制
御 ・ 配信制御等により，ネットワーク
状況に応じたQoEの最適化を実現し

QoE オペレーション 品質API

＊1	 IoT：さまざまなモノに通信機能を持たせ，
インターネット・クラウド接続や相互制御
を実現する技術．

＊2	 SDN：ネットワーク上の通信機器をソフト
ウェアによって集中管理し，ネットワークの
構成や設定を変更可能とする技術の総称．

＊3	 NFV：仮想化技術を用いてネットワーク機
能をソフトウェアで実装し，汎用サーバ上
で実現する方式．

＊4	 ユーザ体感品質：通信サービスを利用する
ユーザが体感する品質．

ユーザ体感品質を最適化する
QoE-centricオペレーション

NTTネットワーク基盤技術研究所では，多様なサービスに対するユーザ
体感品質（QoE: Quality of Experience）に対する評価指標を規定し，サー
ビス提供中に監視可能な情報を用いてQoEを最適化する「QoE-centricオペ
レーション」に取り組んでいます．本稿ではその要素技術について紹介し
ます．
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ます．ここでは，QoE-centricオペレー
ションを実現するための各要素技術に
ついて概説します．
■QoE定量化

QoE定量化では，通信サービスの品
質に対する人間の知覚 ・ 認知特性を解
明することにより，サービス品質設
計 ・ 管理指針を明確にします．また，
サービス提供中に監視可能なネット
ワークやサーバ ・ 端末等の品質情報
を用いてQoEを推定する方法論を確
立します．近年NTTでは，VoLTE

（Voice over Long Term Evolution）＊ 5

やVoIPアプリケーションなどの音声
通話，超高精細映像（4K/8K）を含
む映像配信（2），Webブラウジングやク
ラウド型業務アプリケーションなどを
対象に，QoE定量化の検討を進めてい
ます．

QoEは世界統一の指標で表現する
ことが望ましいため，ITUなどの国際
標準化機関での議論が進められていま
す．例えば最近では，プログレッシブ
ダウンロード型映像配信＊ 6 サービス
に対するQoE推定法の議論が行われ
ています．具体的には，当該サービス
特有の品質劣化要因（図 ₂ ）である，
符号化品質の時間変動，映像再生停止
等を対象として，サービス提供中に取
得可能なIPパケット情報等からQoE
を推定するアルゴリズムの検討が行わ
れています．QoE推定アルゴリズムの
フレームワークを図 ₃ に示します．本
勧 告 は 暫 定 コ ー ドP.NATS

（Parametric non-intrusive as sess-
ment of TCP-based multimedia 
stream ing quality， con sid ering 

adaptive streaming）として検討され
ており，複数機関から提案されるアル
ゴリズムに対する技術コンペを通して
2016年に勧告化される予定です．
■QoE測定 ・収集

QoE情報をオペレーションで活用
するためには，この次のステップであ

るQoE分析 ・ 可視化に必要な関連情
報を効率的に測定 ・ 収集し，一元管理
する必要があります．QoEはネット
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図 1 　QoE-centricオペレーションの実現
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図 2 　映像配信サービスにおける品質劣化要因

＊5	 VoLTE：超高速通信サービス（LTE）を用
いた音声通話サービス．

＊6	 プログレッシブダウンロード型映像配信：
映像ファイルをダウンロードしながら再生
する配信方式．
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ワーク内外の品質要因に影響を受ける
ため，QoE劣化要因をユーザ単位に特
定 ・ 対処していくためには，ユーザの
サービス利用環境や端末状態などの情
報が必要となります．特にモバイル通
信において，品質の時空間的な変動特

性を把握するためには，ユーザの協力
を得て，モバイル端末で測定した通信
サービスやネットワーク ・ 端末の品質
情報を収集するクラウドソーシング＊ 7

的なアプローチが有用となります．

■QoE分析 ・可視化
ネットワーク内外で収集した情報を

最大限に活用し，機械学習などのビッ
グデータ分析技術を駆使することで，
ネットワーク混雑度，サービス提供状
態，サービス故障予兆，品質劣化要因，
品質劣化のサービス影響範囲等，顧客
満足やネットワーク価値の向上に資す
る有用な情報を可視化します．QoE情
報の可視化により，ネットワーク品質
改善や故障対応の初動判断を支援し，
保守運用費削減や顧客満足度向上につ
なげることができます（図 ４ ）．
■QoE制御

QoE分析 ・ 可視化によってQoE劣
化やその予兆が検知された場合，それ
を改善 ・ 回避するためのアクションが
QoE制御です．ネットワークリソース

総合品質推定

図 3 　映像配信サービスに対するQoE推定アルゴリズムのフレームワーク
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図 4 　QoE分析・可視化およびQoE制御の効果
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＊7	 クラウドソーシング：不特定多数の人の協
力を得て，業務を実施するプロセス．
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がユーザ ・ サービス間で共有されるベ
ストエフォート型ネットワークでは
QoE最適化は困難なため，ネットワー
ク事業者としてサービス事業者のサー
ビス提供を支える新たなネットワーク
リソース ・ トラフィック制御が必要に
なっています．このため，ネットワー
ク内外の情報から分析 ・ 可視化した
ネットワーク ・ QoE状態を，サービス
事業者やエンドユーザと共有するとと
もに，状態に応じてネットワークリ
ソースやトラフィックを制御すること
でQoEの最適化を図ります（図 4 ）．

QoE-centricオペレーションの
具体例

ここでは，プログレッシブダウロー
ド型映像配信サービスを対象として，
QoE-centricオペレーションのコンセプ
トを具現化した検討例を紹介します．

前述のとおり，映像配信サービスの
主要な品質劣化要因は，キャリアネッ
トワーク以外にも存在するため，QoE
を最適化するためにはネットワーク事
業者とサービス事業者が連携した
QoE制御が有効です．高品質な映像を
ユーザに提供するために高い符号化
ビットレートで映像を配信しても，
ネットワークが混雑している場合は必
要十分なスループットが得られず，映
像の再生停止が頻発し，結果的にQoE
を大きく低下させてしまいます．この
ため，ネットワークの混雑度を考慮し，
QoEを最適化できる符号化ビット
レートで配信することが有効です．す

なわち，多少画質が低下しても映像再
生停止が発生しない符号化ビットレー
トで配信することが，QoEの観点から
は適切となるということです．この制
御により，サービス事業者とユーザは
QoEが向上し，ネットワーク事業者は
QoE向上につながらないトラフィッ
クを削減でき，ネットワーク負荷軽減

（設備量削減）を実現できるため，お
互いにWin-Winの関係が成立します．
このようなサービス事業者とネット
ワーク事業者が連携したQoE最適化
施策が提唱されています（3）．

NTTでは，事業者間で品質関連情
報をやり取りするインタフェースを

「品質API」と称して検討を進めてい
ます（4）．この品質APIの有効性を検証
するため，NTTは「ニコニコ動画」
を提供する株式会社ドワンゴと共同実
験を実施しています（4）．

今後の展開

本稿では，QoEに基づいたオペレー
ションの新たな枠組みとして，QoE-
centricオペレーションを提唱し，こ
れを実現するために必要な要素技術に
ついて紹介しました．

現在のQoE定量化技術は，音声や映
像の「メディア品質」に対する人間の
知覚 ・ 認知特性に着目した検討が主流
ですが，今後はネットワーク科学のさ
らなる応用を進め，感性解析や行動理
論などを活用し，QoEが顧客満足や
ユーザ行動に与える影響を解明 ・ モデ
ル化する技術を確立することで，サー
ビス事業者の重要業務評価指標（KPI：
Key Performance Indicators）＊ 8 に 直

結するネットワーク設計 ・ 管理の実現
を目指していきます．
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林　  孝典

市中の品質監視技術が取り扱うネット
ワーク品質ではなく，サービス品質に対す
る人間のQoEや行動メカニズムに立脚した
オペレーションの実現がNTTの差異化ポイ
ントです．ネットワーク設備コストとQoE
の最適バランスを考慮し，快適なサービス
を安価に提供することを目指して，研究開
発を進めていきます．
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