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あらまし IP電話サービスは必ずしも品質の保証されないネットワークを利用したサービスであるため，サー
ビス提供に先立ってのネットワーク及び端末の品質設計並びにサービス提供中の品質管理が重要である．適切な
サービス品質設計・管理のためには，音声品質を安定かつ効率的に評価する方法が不可欠である．本論文ではま
ず，IP 電話サービスの通話品質支配要因を概観し，その品質評価技術を解説する．通話品質の評価は人間が品質
を判断する主観品質評価が基本であるが，品質評価・設計の効率化や品質管理への適用のためには，音量，遅延
時間，パケット損失率など，通信の物理的な特徴量から主観品質を推定する客観品質評価技術が重要となる．そ
こで本論文では特に客観品質評価技術に着目し，国内の IP 電話サービス提供に際しての通話品質規定として用
いられている R 値を算出する技術である ITU-T勧告 G.107 “E-model” やその評価を補完する目的で TTC が
採用している ITU-T 勧告 P.862 “PESQ” を含む最新の技術開発及び標準化の動向を紹介する．
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1. ま え が き

近年，電話サービスを IP技術により実現する「IP

電話サービス」が急速に普及している．IP 電話サー

ビスは，データ通信との設備共有によるコスト削減効

果のみならず，音声通信とインターネットアプリケー

ションの融合による豊かなサービスの創出の観点から

もその発展が期待されている．

IP 電話サービスは，必ずしも品質の保証されない

ネットワークを介したリアルタイム通信サービスで

あるため，サービス提供に先立っての品質設計並びに

サービス開始後の品質管理が重要である．このために

は，ユーザが享受する通話品質を適切に表現する主観

品質評価技術，及び主観品質を簡便かつ精度良く推定

する客観品質評価技術が必要となる．

本論文では，まず 2.において，対象とする IP電話
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サービスの代表的なネットワーク接続形態を示し，通

話品質を決定する品質要因並びに品質を確保するため

の品質技術を概観する．ここでは，エンドトゥエンド

でユーザ体感品質を評価する品質評価技術が重要であ

ること，同技術が品質設計・管理の基盤技術の位置付

けにあることを示す（注1）．

3. では，最も基本的な品質評価手法である「主観

品質評価法（subjective quality assessment）」につ

いて述べる．音声や映像といったメディアの知覚品質

は，人間がそれをどのように感じるかという「主観品

質」に基づいて評価することが基本となる．音声品質

評価において最も代表的な品質評価尺度は，オピニオ

ン評価によって得られる平均オピニオン評点（MOS：

Mean Opinion Score）である．ここでは，MOSの普

遍性を向上させるために我々が提案した「等価 Q 値

換算法」についても解説する．

4.では「客観品質評価法（objective quality assess-

ment）」とその最新の標準化動向を解説する．主観品

質評価法は，主観品質を直接被験者が評価するため最

も信頼できる手法であるが，時間や費用の点で必ず

（注1）：本解説論文は，コミュニケーションクオリティ研究会での発
表 [1]～[4] をもとにしたものである．
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図 1 IP 電話サービスの代表的な接続形態
Fig. 1 Typical connection patterns of IP telephony services.

しも容易ではない．つまり，安定した評価結果を得る

ためには，音響環境を制御可能でかつリファレンス条

件（注2）を実現可能な専用の評価設備や多くの被験者な

どを必要とする．そこで物理的な測定から主観品質評

価値を推定する客観品質評価法と呼ばれる手法が望ま

れる．本論文では，客観品質評価法の研究開発動向を

国際標準化機関である ITU-T SG12（注3）の活動を中心

に概観する．

5. では，客観品質評価における主観品質推定精度

の向上に関する我々の最新の研究成果を紹介する．具

体的には，日本国内の IP 電話サービスの通話品質

指標として採用されている技術（ITU-T 勧告 G.107

“E-model” [5]）の品質推定精度を分析した結果に基

づき，当該モデルの改良を試みる．そして有効性検証

実験の結果，提案法を適用することにより従来法の推

定誤差をほぼ半減することが可能であることを示す．

最後に，6.では，次世代通信サービスの発展をにら

み，品質評価法研究の検討課題について述べる．次世

代通信サービスの特徴として「広帯域」「マルチモー

ダル」「多地点」を取り上げ，これらを考慮したときに

必要となる品質評価法を議論する．

2. 品質要因と品質技術

IP電話サービスは様々なネットワーク接続形態で提

供される．代表的な接続形態は，図 1 に示すとおり，

(1)中継網として IP網を利用する形態，(2)単一事業

者（ドメイン）内に閉じてサービス提供される形態，

(3) IP 網と既存電話網とを接続する形態，及び，(4)

複数の IP網を相互接続する形態，の 4形態に分類で

きる．

いずれの形態でサービスが提供されるとしても，IP

電話サービスの通話品質を確保するためには，個々の

ネットワークの品質確保という観点ではなく，エンド

トゥエンドの観点でユーザが体感する品質に基づき品

質設計・管理をすることが重要となる（注4）．

また，形態 (2)以外は，複数事業者の相互接続とい

う形態となることから，エンドトゥエンドのサービス

品質を維持・管理するためには，品質評価指標の客観

性・共通性を確保すること，並びに提供されているサー

ビスの品質を管理するためのシステマティックな手法

を確立することが重要である．前者については，4. 1

及び 4. 2において解説するとおり国際標準化が進んで

いるものの，後者については，その枠組みが提案され

た段階であり，本質的な技術の標準化は緒についた段

階である（4. 3 参照）．最終的には，標準化された技

術の実質的な普及とこれを用いた品質管理の徹底によ

るサービス品質の維持向上が必要である．

図 2 は IP 電話サービスにおける通話品質を決定

づける心理要因及びこれらに影響を与える物理要因

の関係を示したものである．通話品質（psychological

quality）を支配する要因は，ネットワークや端末の

物理的な品質要因（physical quality）に対応づけら

れる．

ここで重要なことは，パケット損（NW packet loss）

などのネットワークの物理要因だけでなく，揺らぎ吸

収バッファあふれ（jitter-buffer overflow）や符号化

ひずみ（coding distortion）などの端末の物理要因を

も考慮してエンドトゥエンドの品質を求める必要があ

るという点である．

図 2には，品質技術の分類も併せて示している．すな

わち，主観品質評価（Subjective quality assessment）

及び客観品質評価（Objective quality assessment）か

（注2）：例えば，後述する ITU-T 勧告 P.810（MNRU：Modulated

Noise Reference Unit）[9]．
（注3）：International Telecommunication Union - Telecommuni-

cation Standardization Sector, Study Group 12.

（注4）：本論文で解説する技術は，エンドトゥエンドのユーザ体感品質
の評価を目的とした技術であり，基本的にネットワークの物理的・論理
的構成には依存しない．
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図 2 IP 電話の品質要因と関連品質技術
Fig. 2 Factors that determine the quality of VoIP services.

らなる品質評価技術，品質設計（Quality design）技

術，並びに品質管理（Quality management）技術であ

る．主観品質評価技術は，実際に音声を聞いたり会話を

したときの心理評価に基づいて品質を判定する技術で

ある．これに対して，客観品質評価技術は，物理要因に

対応する設計・管理パラメータ（design/management

parameters）や音声信号そのものから，主観品質を簡

便かつ精度良く推定する技術である．これらの品質評

価技術に基づき，サービス品質目標を実現するために，

ネットワークと端末が備えるべき性能や機能条件を明

らかにし，ネットワークと端末を設計・設定する技術

が品質設計技術である．また，提供しているサービス

の品質を把握・管理し，サービス品質の維持・向上を

図る技術が品質管理技術である．

サービス・機器提供事業者は主観品質を考慮しつつ

ネットワークや端末を設計・管理する必要がある．品質

評価技術は，ユーザが体感する通話品質と設計・管理

パラメータを適切に対応づけるための技術であり，品

質設計・管理技術の基盤となる技術と位置づけられる．

3. 主観品質評価

3. 1 オピニオン評価

最も広く用いられる主観品質評価法は ITU-T勧告

P.800 [6]に規定される「オピニオン評価」である．評

価対象系の品質は，絶対範ちゅう尺度法（ACR：Abso-

lute Category Rating）を用いて絶対的に，あるいは

劣化範ちゅう尺度法（DCR：Degradation Category

Rating）を用いてリファレンス条件と相対的に評価さ

れる．

各方法においては表 1 に示す評価カテゴリー・評点

が用いられ，評価結果は各カテゴリーへの投票率を評

点で重み付けした平均オピニオン評点として与えられ

る．特に，ACR法による評価結果はMOS値，DCR

法による評価結果は DMOS（Degradation MOS）値

と呼ばれる．

表 1 に示した評価語は ITU-T 勧告 P.800 [6] に規

定される英語表記であるが，例えば日本語によるACR

法の場合，「非常に良い」「良い」「普通」「悪い」「非常

に悪い」といった評価語が用いられる．しかし，これ

らの訳語が厳密には英語対応しないことや，国民性の

違いなどに起因して日本人のMOS値は欧米人のそれ

に比べて低くなることが報告されている [7]．したがっ

て異なる言語による評価結果を相互に比較する際には

注意が必要である．

主観品質は，主観品質評価実験において評価対象と

する品質要因によって「受聴品質（listening MOS）」

と「会話品質（conversational MOS）」に分類できる

（図 2 参照）（注5）．受聴品質は評価対象音声を再生して

これを被験者が受聴する片方向の評価実験で求めるこ

とができるが，会話品質は双方向の通話を行うことが

（注5）：厳密には，エコーによる発話への妨害感などを定量化する「送
話品質」もある．
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表 1 評価カテゴリー
Table 1 Rating categories.

ACR

Category Score

Excellent 5

Good 4

Fair 3

Poor 2

Bad 1

DCR

Category Score

Degradation is inaudible 5

Degradation is audible but not annoying 4

Degradation is slightly annoying 3

Degradation is annoying 2

Degradation is very annoying 1

評価の前提になる．当然ながら，IP 電話の総合通話

品質は会話品質によって議論されるべきであるが，品

質を診断的に評価するためには符号化ひずみ（coding

distortion）やパケット損ひずみ（NW packet loss）

など受聴品質に影響を与える個別要因の評価も重要で

あり，理想的には受聴品質評価と会話品質評価を併用

することが好ましい．

3. 2 等価 Q 値換算法

絶対評価値であるMOSは，主観品質評価実験にお

ける音声サンプルの品質バランスや被験者の違いなど

の「実験の枠組み」の影響を受けやすい．例えば，ある

音声サンプルを評価する前に，それよりも低い品質の

音声サンプルを多く受聴していると，その音声サンプ

ルの品質を「良い」と感じるが，逆に非常に高い品質

の音声サンプルを多く受聴していると，同じ音声サン

プルでも品質が「悪い」と感じてしまうなど，評価値

の普遍性を確保することが困難である場合がある [8]．

評価値の普遍性確保の観点からは，このような MOS

の変動を吸収する手法が必要となる．

ITU-Tは，主観品質評価実験におけるリファレンス

システムとして，音声信号の振幅に比例して雑音を付

加する MNRU（Modulated Noise Reference Unit）

を ITU-T 勧告 P.810 [9] として標準化した．MNRU

の SNR（Signal-to-noise ratio）を Q 値と呼ぶ．そし

て，このMNRUの Q 値にMOS値を等価換算するこ

とにより，上述のオピニオン評価の問題点を回避する

ことができる．具体的には，主観品質評価実験に評価

対象となる音声に加えて Q 値の異なる MNRU 条件

を複数含めておき，評価対象音声とMOSが等しくな

るときの MNRU の Q 値を「オピニオン等価 Q 値」

と定義する．実験の枠組みの違いにより評価対象音声

に対する MOS が異なる場合にも，MNRU との相対

的な品質関係は保存されることが期待でき，結果とし

てオピニオン等価 Q 値は実験の枠組みの影響を受け

にくい [8]．

4. 客観品質評価

主観品質評価は多くの時間や費用を要することから，

音量，遅延時間，パケット損失率など，端末やネット

ワークの物理的な特徴量に基づいて主観品質を推定す

る手法が望まれる．本論文では，このような技術全般

を広義に「客観品質評価法」と呼ぶ．

客観品質評価法は，その目的，測定手法，入力情

報，推定対象とする主観品質の種類などによってい

くつかのカテゴリーに分類できる（表 2）．本論文で

は，ネットワークや端末の品質パラメータ（図 2 中の

design/management parameters）を入力とし，会話

品質を推定する技術を「オピニオンモデル」と呼ぶ．

一方，音声信号を入力として受聴品質を推定する技術

を「音声レイヤ客観品質評価モデル」，パケット転送遅

延やパケット損失率等に代表される IPパケットの特

徴量を入力として受聴品質を推定する技術を「パケッ

トレイヤ客観品質評価モデル」と呼ぶ（注6）．

音声レイヤとパケットレイヤの客観品質評価モデル

は同じ受聴品質を推定する技術であるが，その適用シ

ナリオは異なる．例えば，「実際の通話により実現され

た品質を監視するインサービス品質管理」のように原

音声や復号化された音声信号を入手することが困難で

ある場合は，パケットレイヤ客観品質評価モデルが有

効である．逆に，パケット情報が入手困難である場合や

端末機器の実装特性まで考慮した品質を把握したい場

合には，音声レイヤ客観品質評価モデルが有効となる．

4. 1 オピニオンモデル

オピニオンモデルに関する検討の歴史は古く，い

くつかのモデルが ITU-T に提案されていたが，国際

標準としての一本化には至らず，ITU-T P-series 勧

告 Supplement 3 [10]として複数案を併記するにとど

まっていた．その後，NTT提案のOPINEモデル [11]

の「心理尺度値による指標化」という考え方をベース

として，AT&T提案の TR モデル [12] の「品質実測

値の TR値（0～100）へのマッピング」を取り入れた

“E-model”が提案された [13]．

（注6）：ITU-T においてはこのモデルを P シリーズ勧告として標準化
する検討を行っており，暫定的にこれを P.VTQ（Voice Transmission

Quality）と呼んでいる．
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表 2 客観品質評価技術の分類
Table 2 Categories for objective quality assessment technologies.

カテゴリー オピニオンモデル（e.g.,
G.107 “E-model”）

音声レイヤ客観品質評価モデル
（e.g., P.862 “PESQ”）

パケットレイヤ客観品質評価モデル
（e.g., P.VTQ）

目的 NW プランニング ベンチマーキング/管理 管理
測定方法 （設計値） アクティブ/パッシブ パッシブ
入力情報 品質パラメータ 音声信号 IPパケット（ペイロード情報以外）
対象品質 会話品質 受聴品質 受聴品質

図 3 E-model と R 値
Fig. 3 E-model and R-value.

ITU-Tは 1998年にE-modelを ITU-T勧告G.107

[5]として標準化した．E-modelは，欧州の ETSI（注7），

北米の TIA（注8）においても採用されている技術であり，

ネットワークプランニングモデルとして広く用いられ

ている [14], [15]．具体的には，ネットワーク設計者は，

端末やネットワークの設計パラメータを変化させたと

きの総合通話品質を E-model により指標化し，これ

に基づいてネットワークを最適化する．

日本国内では，郵政省令（事業用電気通信設備規則）

の改正に伴い，IP 電話サービスに対する通話品質基

準として，E-modelに基づいて算出される評価指標で

ある R 値が用いられた．これに対応し，TTC（注9）は

E-modelをベースとした具体的な通話品質評価法を標

準化した [7]．

E-modelには，端末要因・環境要因・ネットワーク

要因等に関する 20 の入力パラメータがあり，出力評

価値である R 値はこれらのパラメータの関数として

表現される．E-modelは「雑音感（noisiness）」「音量

感（loudness）」「遅延・エコー感（delay and echo）」

「ひずみ・途切れ感（distortion）」及び「利便性要因

（advantage factor）」といった心理要因ごとの評価値

を心理尺度上で表現し，これらを相加する計算モデ

ルである [1], [16]（図 3 参照）．図中の関数 f1～f4

は文献 [5] に規定される関数を表し，各関数の変数に

は後述する 20のパラメータを用いる．E-modelは低

ビットレート符号化やパケット損による音質劣化を

Equipment Impairment Factor として定量化してい

る点が特徴的である．

E-modelのパラメータのうち環境要因や端末要因な

どは，標準的な特性を想定して既定値を用いることが

一般的で，前述の TTC標準 [7]においても評価・測定

すべきパラメータを「音声符号化」「パケット損」「遅

延」「エコー」に関連するパラメータに絞り込んでいる

（表 3）．つまり，このように求められた R 値は，標準

的な特性を有する端末を標準的な音響環境で用いた場

合の通話品質を表現しているといえる．

E-modelは，ハンドセットを用いた電話帯域（300～

3400Hz）音声通話を前提としたモデルであり，例え

ば PCを用いたハンズフリー通話や，広帯域音声通話

などの品質は評価できない．IP 電話サービスの評価

を考慮すると，これらの点に関する拡張は不可避であ

（注7）：European Telecommunications Standards Institute.

（注8）：Telecommunications Industry Association.

（注9）：情報通信技術委員会．
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表 3 E-model への入力パラメータとその分類
Table 3 Input parameters to the E-model and their classification.

大分類 分類の考え方 パラメータ及びデフォルト値

PCM 符号化段数：qdu

音質
符号化ひずみ量：Ie

符号化方式のパケット損耐性：Bpl

パケット損失率：Ppl %

評価が必要なパラメータ
IP 電話サービスの設計

エコー エコー経路音量定格：TELR = 65dB *1パラメータであり，R 値
平均片道遅延時間：Ta ms導出の際に評価が必要

遅延
エコー経路片道遅延時間：T ms

四線ループ区間往復遅延時間：Tr ms

　※通常，Ta = T = Tr/2 として評価

アナログ伝送における通話品質パラメータなど，現在は
回線雑音量：Nc = −70 dBm0p

影響がないと解釈
誘導雑音量：Nfor = −64 dBmp
受話者エコー減衰量：WEPL = 110 dB

適用指針が不明確であり，現時点では適用が不適切 アドバンテージ補正項：A = 0

環境要因であり，制御不可能であるため， 送/受話側室内騒音量：

デフォルト値を用いる 特定の環境を想定 　　　　　　 Ps = Pr = 35 dB(A)

パラメータ 送話音量定格：SLR = 8dB

受話音量定格：RLR = 2dB

端末の設計パラメータであり，標準的特性を想定
側音マスキング定格：STMR = 15dB,

受話側音定格：LSTR = 18dB

送/受話 D ファクタ：Dr = Ds = 3 dB,

エコー経路音量定格：TELR = 65dB *2

*1 既存電話網設備において発生するエコー（既存電話網との相互接続において考慮）

*2 IP 電話端末（VoIP-GW を含む）において発生するエコー

ると考えられるが，具体的な技術提案はされておらず，

標準化が進捗していないのが現状である．

R 値と会話 MOS 値は相関があるといわれており，

ITU-T勧告 G.107 [5]では両者をマッピングする関係

式を Annex Bとして提供している．この式は欧米人

の評価傾向に基づいて決められたもので，日本人の評

価傾向（一般に日本人の評価値は欧米人に比べて低く

なることが知られている）に対応させるためには，例

えば TTC 標準 [7] が提供するような変換を行うこと

が必要である．

E-model は元来，ネットワークや端末の品質パラ

メータが総合通話品質に与える影響を簡易に指標化す

るネットワークプランニングモデルとして標準化され

た計算モデルであり，主観品質評価値である会話MOS

値を正確に推定することは保証されていない（注10）．例

えば，劣化要因を心理尺度上で加算することの妥当

性の観点から E-model の品質推定精度を検討した報

告 [17], [18] がある．この点については 5. において議

論する．

E-modelの品質推定精度に関しては ITU-Tにおい

て継続的に検証されており，将来的にはアルゴリズム

の見直しも視野に入れている．また，次節以後解説す

る音声/パケットレイヤ客観品質評価モデルとオピニ

オンモデルを統合し，会話品質まで考慮した品質ベン

チマーキング・管理を実現することも期待される．こ

のような検討の一例として，音声レイヤ客観品質評価

モデルによる受聴品質評価結果を E-model に反映さ

せる手順を標準化した ITU-T勧告 P.834 [19] がある

が，当面この勧告はパケット損などの離散的劣化のな

い条件のみを対象としている

4. 2 音声レイヤ客観品質評価モデル

音声信号の物理測定に基づく客観品質評価は PCM

符号化音声の評価における SNRから始まった．SNR

は，波形符号化方式の主観品質とは比較的よく対応す

るが，スペクトル符号化や CELP 符号化などの評価

においては主観品質を低く推定する傾向がある．1980

年代になると，主に音声スペクトルのひずみに着目し

た客観品質評価モデルが数多く提案された [20]～[25]．

（注10）：このような点を考慮し，TTC 標準 [7] では E-model による
評価だけでなく，これを補完する意味で音質，遅延，エコーについて個
別に評価を行うことを推奨し，それぞれについて品質設計のガイドライ
ンを示している．
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ITU-Tではこれらのモデルの性能を比較検討し，1998

年に ITU-T勧告 P.861“PSQM（Perceptual Speech

Quality Measure）” [26] を標準化した．

P.861 は符号化ひずみの評価においては主観品質評

価における統計的信頼性と同等の品質推定精度を示し

た [27]が，ビットエラーなどの時間軸上離散的に発生

する劣化の評価では十分な精度が得られず [8]，これら

の評価は勧告の適用領域外とされた．このことは，IP

電話におけるパケット損の評価ができないことを意味

し，ネットワークを含めた通話品質の評価という観点

では課題を残した．

そこで，ITU-Tにおける客観品質評価法の研究目的

は，これらのネットワーク品質劣化要因の評価に適用可

能なモデルの標準化に絞られた．結果的には，PSQM

と PAMS（Perceptual Analysis Measurement Sys-

tem）[28]を統合した PESQ（Perceptual Evaluation

of Speech Quality）が ITU-T勧告 P.862 [29]として

2001年に標準化された．ITU-T勧告P.862は，パケッ

ト損の評価においても実用的な性能を有し [30]，IP電

話の音質（受聴品質）評価に広く用いられている（注11）．

上述のモデルはすべてリファレンスとして原音声信号

を必要とする技術（“Full-referenceモデル”と呼ばれ

る）であり，評価対象システムに試験音声信号を入力す

るアクティブな品質評価を想定してる．しかし品質管理

などの用途を考えると，不特定な音声信号（実際のユー

ザの発話音声）を受話側で収録し，この信号のみに基

づいて品質を評価する技術（“No-referenceモデル”と

呼ばれる）も必要とされる．ITU-TではNo-reference

音声レイヤ客観品質評価モデルとして ITU-T 勧告

P.563 [31] を 2004 年に標準化している [32]．ITU-T

勧告 P.563は，音声生成過程を考慮したときに評価対

象音声信号に観測される「非音声的要素」を，雑音性，

瞬断，不自然性という観点から評価するモデルである．

4. 3 パケットレイヤ客観品質評価モデル

前述の ITU-T勧告 P.563 は音声信号の物理的な測

定に基づいているが，品質管理においては復号化され

た音声信号を取得できない場合がある．例えば，通話

品質を呼ごとに管理することを考えた場合にはすべて

の端末に音声信号を分析する装置を設置する必要があ

り，現実的とはいえない．そこで，IP パケットに関

する情報のみから音質を推定する技術も研究されてお

り [33], [34]，ITU-T ではこれら技術の方式評価を進

めている（P.VTQ）．

一方，IETF（注12）では，端末やゲートウェイ装置が

図 4 P.VTQ と RTCP-XR の関係
Fig. 4 Relationship between P.VTQ and RTCP-XR.

ネットワークや端末の品質情報を収集することを前

提に，これらの情報をお互いに交換するためのフォー

マットを RTCPの拡張フォーマットとして標準化して

いる [35]．これは RTCP-XR（extended report）と

呼ばれる．RTCP-XRは情報の記述フォーマットを規

定しており，情報そのものの取得法・導出法は端末等

の装置の実装に任されている点に注意が必要である．

P.VTQ と RTCP-XR の相互関係を図 4 に示す．

P.VTQは，ネットワーク・端末の性能指標から通話品質

推定に必要な中間パラメータを推定する部分（Phase I）

と，これらの中間パラメータから主観品質（受聴品質）

を推定する部分（Phase II）に分けることができる．

これらの過程で問題となるのは，同一の条件であっ

ても機器の実装特性の違いによって中間パラメータ

や最終的な主観品質は異なるという点である．例え

ば，ネットワークにおいて同じ遅延揺らぎが生じた場

合でも揺らぎ吸収バッファの特性の違いによってバッ

ファリング遅延とバッファあふれによるパケット損失

率のトレードオフ特性は異なる．つまり，バッファを

長くすれば揺らぎ吸収バッファからパケットがあふれ

る確率は軽減されるが，多くのパケットをバッファリ

ングすることにより遅延時間が増加する．逆に，バッ

ファを短くすれば，バッファリングに起因する遅延時

間は短くなるが，揺らぎを吸収する性能は低下し，結

果としてパケット損が生じやすくなる．これは機器の

実装特性の違いであり，ネットワークのパケット伝送

（注11）：最近では，収録状態の悪い音声信号を用いて本来の評価値よ
り低い評価結果を出力してしまう [30] など，勧告の適用法が必ずしも
適切でない場合も見受けられることから，ITU-T では ITU-T 勧告
P.862 [29] の適用指針に関するガイドラインを策定中である．
（注12）：Internet Engineering Task Force.
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特性だけでは評価できない品質要因である．また，同

じパケット損失率であってもパケット損補償（PLC：

packet-loss concealment）アルゴリズムの性能の違い

によって主観品質は異なるが，これも広義には実装特

性の違いということができる．文献 [36]では，機器ご

とにその特性を記述する校正データベースを用意し，

これに基づいて品質を推定する手法が提案されている．

5. 客観品質評価の精度向上

本章では，まず，IP 電話における主要な通話品質

支配要因である音質・遅延・エコー及び音量を対象と

し，これらの評価における E-model の品質推定精度

を議論する．そしてこの結果に基づき，E-modelの修

正を試みるとともに，実システム評価の観点からその

有効性を検証する．従来の電話サービスの評価におけ

る E-model の品質推定精度は文献 [16] に詳しい．し

かし，IP電話サービスに E-modelを適用した場合の

性能評価に関する検討例は少ない [18]（注13）．

本論文では，E-model の性能を評価するために，

ITU-T勧告 P.800 [6] に規定される会話 ACR試験に

基づく主観品質評価実験を行った．実験条件の詳細に

関しては文献 [17]を参照のこと．

ITU-T勧告G.107 [5]はE-modelの出力評価値であ

る R値と，ACR試験による評価値であるMOS値（以

下，主観品質評価試験により得られる会話MOS値を，

ITU-T 勧告 P.800.1 [37] の規定に従い MOS CQS

と呼ぶ）の関係式を Annex B として勧告化してい

るが，この関係式から得られる推定 MOS 値（以下，

ITU-T勧告 G.107 Annex B [5] の式に基づいて推定

される会話MOS値をMOS CQE と呼ぶ）を日本語

による試験によって得られる MOS CQS（以下，こ

れを MOS CQS j と記述する）と直接比較すること

は妥当ではない．なぜなら，前述の関係式は主に西洋

言語（英語，仏語，独語等）による主観品質評価デー

タに基づいて決定されているが，4. 1に述べたとおり，

これら言語によるMOS値と日本語によるMOS値に

は差があることが知られているからである．そこで，

本論文では E-modelによる MOS CQE に，日本語

による評価特性を加味した変換を施した推定MOS値

を MOS CQE j と呼ぶ．具体的な関係式は文献 [7]

参照．これらの関係を図 5 にまとめる．

5. 1 E-modelの性能評価

5. 1. 1 遅延と音質劣化の交互作用の影響

E-modelは音質・遅延・エコー及び音量といった個々

図 5 通話品質指標の定義
Fig. 5 Definitions of subjective conversational

quality indices.

の品質要因による品質劣化量は心理尺度上で独立で

あり，加算可能であるという仮説に基づいている．本

論文では特に遅延と音質の交互作用に着目し，上記

E-modelの仮説の妥当性を検証する．

図 6 は，ITU-T勧告 P.810 [9]に準拠したリファレ

ンス条件の品質（Q 値）を変化させたときの影響を，

様々な片道遅延時間（Ta）条件について R 値上にプ

ロットしたものである．ここでは，心理尺度である R

値上での E-model の評価特性と主観品質評価特性の

違いを比較する必要があることから，図 6 の縦軸を R

値とした（注14）．図中の実線は，実測した主観品質評価

特性（Ta = 10, 500ms）を表したものである．一方，

E-modelの仮説によると，片道遅延時間（Ta）条件の

変化に伴い，MNRUの Q 値を変化させたときの品質

評価特性は R 値軸上で平行に推移する（Ta = 500ms

時の E-model による推定値を図 6 中の破線で示す）．

しかしながら，実線と破線の評価特性を比較すると，

音質（つまり Q 値）の変化は R 値上で遅延条件の

影響を受けていることが分かる．つまり，E-modelが

想定する劣化の相加則は，特に品質劣化が顕著な領

域（注15）で，必ずしも成り立たないといえる．

5. 1. 2 個別品質要因の影響

前項では，遅延と音質劣化が混在する場合の評価

特性を調べた．本項では，個別の品質要因に関して

（注13）：文献 [18] では，主に音量とパケット損の交互作用について検
討し，本論文における結論と同様，異種の劣化を心理尺度上で単純加算
することは困難であることを述べている．
（注14）：主観品質評価値（MOS CQS j）を R 値に変換するに際し，
まず文献 [7] に規定される方法を用いて MOS CQS j を欧米の評価特
性（MOS CQS）と整合させる変換を行い，この結果を ITU-T 勧告
G.107 [5] Appendix I に規定される「MOS CQS 値を R 値に変換
する変換式」によって R 値に変換した．
（注15）：例えば，ITU-T 勧告 G.109 [38] において総合通話品質が「低
い（low/poor）」と定義される R 値 50～70 の領域．
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図 6 遅延時間と音質の交互作用
Fig. 6 Interaction between the effects of delay and

speech distortion.

E-modelの性能を調べた結果得られた知見をまとめる．

なお，実験条件・結果の詳細については文献 [17], [39]

を参照されたい．
• 音量

E-model は標準的な総合ラウドネス定格（OLR：

Overall Loudness Rating）である 10 dB前後におい

て，音量に関する主観品質を的確に推定している．
• 遅延

E-modelは 100msまでは遅延による主観品質劣化

はないとしているが，実際の主観品質評価特性ではこ

の条件でも若干の品質劣化が存在する．また，E-model

は 300ms以上の遅延条件において品質を過小評価す

る傾向があり，この点は文献 [18] の検討結果と一致

する．
• エコー

エコーの影響が極めて小さい条件では，E-modelに

よる品質推定は主観品質評価特性と一致するが，エ

コーが通話の妨害となる領域（MOS CQS j < 3.0）

では，主観品質評価特性と乖離する傾向がある．

5. 2 提 案 技 術

本節においては，前節において指摘した E-modelの

問題点を考慮し，より主観品質評価特性と整合するオ

ピニオンモデルとなるように E-modelを改良すること

を試みる．本論文ではこのモデルを「修正 E-model」

と呼ぶ（注16）．

5. 2. 1 遅延とエコーによる影響のモデル化

本論文では，遅延による品質劣化（ITU-T 勧告

G.107 [5] における Idd）を片道遅延時間（Ta）の

二次式でモデル化した．また，エコー経路遅延時間

（T）とエコー経路ラウドネス定格（TELR）がエコー

品質に与える影響を詳細に検討した結果，エコーに

よる品質劣化（ITU-T勧告 G.107 [5]における Idte）

を T に関する対数関数と TELR に関する指数関数

の線形結合でモデル化することとした．ここで音量特

性，端末の側音特性については標準的な特性を想定し

た（注17）．

5. 2. 2 遅延と音質劣化の交互作用のモデル化

前述のとおり，E-model は遅延による品質劣化

（Idd）と音質劣化（ITU-T 勧告 G.107 [5] における

Ie, eff）は相互に独立であると仮定している．しかし

5. 1. 1に述べたとおり，これらの間には交互作用が存

在することが実験的に確認されたため，本論文では両

者を統合した劣化量を Idd と Ie, eff の二次関数で

モデル化した．ここで Idd には 5. 2. 1における修正

モデルを適用した．

5. 3 提案技術の有効性評価

本節では，前節で提案した修正 E-modelと現行 E-

modelの性能を，実際の IP電話システムの品質推定

に適用して比較する．実験のパラメータは，音声符号

化方式，遅延時間，エコー経路ラウドネス定格，パケッ

ト損失率である（詳細は文献 [17], [40] 参照）．本節で

用いる主観品質評価データは修正/現行 E-model双方

にとって未知データである．

実験においては，アナログ二線端末インタフェース

を有する商用の IP電話ゲートウェイ製品を用い，これ

らの間をつなぐ IPネットワークにネットワークエミュ

レータを挿入することによりパケット遅延とパケット

損を発生させた．パケット損はランダムに生起するよ

う制御した．

図 7 は修正/現行 E-model による推定評価値と主

観品質評価実験により得られた実際の主観品質評価

値の関係を示したものである．この図によると，例

えば，実際の主観品質評価値が MOS CQS j = 2.5

となる場合でも，現行 E-model による推定品質は

1.2 < MOS CQE j < 3.4 となる可能性があること

が分かる．平均二乗誤差の平方根（RMSE: Root Mean

Square Error）は，修正 E-modelでは現行 E-model

（注16）：E-model が標準的な OLR 条件について十分な品質推定精度
を示したことを考慮し，音量評価に関するモデルの修正は行わないこと
とした．
（注17）：これらの特性が異なる場合のエコー品質評価特性のモデル化は
今後の課題である．しかしながら，ハンドセット通話を前提とした IP

電話の品質評価という観点では，上述の仮定は実用上ほとんどの場合妥
当であると考える．
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図 7 修正 E-model による品質推定精度の向上効果
Fig. 7 Performance improvement by the modified

E-model.

の約 1/2となる（図 7 参照）．つまり，提案法は平均

値の意味で，現行 E-model の品質推定誤差を約半分

に抑えることに成功している．

6. 次世代通信サービスの知覚品質評価

IP電話サービスの普及は，音声通信とインターネッ

トアプリケーションの融合による，より豊かなサービ

スの実現へと発展していくものと想定される．我々は，

次世代通信サービスのキーワードは「広帯域」「マル

チモーダル」そして「多地点」通信であると考える．

以下，このようなサービスの特徴を適切に評価するた

めに必要となる品質評価法研究の課題を考察する．

6. 1 広帯域・マルチモーダル通信への対応

アクセスネットワーク及びコアネットワークのブ

ロードバンド化に伴い，通信アプリケーションは音声，

オーディオ，映像などのメディアに対して十分な符号

化ビットレートを与えられるようになった．このこと

は単に各メディアの符号化品質を向上させるだけでな

く，対象とする信号周波数帯域の広帯域化を可能とす

る．例えば，音声通信では従来の電話帯域より広い信

号周波数帯域（例えば，AM放送並み）を有する，よ

り臨場感のあるサービスが実現可能となる．

このような高品質通信サービスの品質評価において

は，従来の電話サービスの評価におけるオピニオン評

価のような単次元尺度だけではなく，サービスの豊か

さを表現するための多次元尺度が必要となる．例えば，

「臨場感」「一体感」「精細感」といった心理要因によっ

てサービスを特徴づけることが考えられる．これまで，

単一メディアの評価においてはこのような試みがなさ

れている（例えば [41]）が，双方向・マルチモーダル

を想定した品質評価技術の確立のためには更なる検討

が必要である．更にこれらの品質尺度を品質設計や管

理に反映させるための方法論も極めて重要である．

マルチモーダル通信サービスの品質を評価する上で

は，個別のメディアの品質評価技術を確立するだけで

なく，各メディアが総合品質に与える影響とその交互

作用の解明が重要である．メディアの時間的な同期品

質に関する検討は様々なアプリケーションの観点から

進められているものの [42]，例えばメディアの品質の

最適バランスに関する検討などは必ずしも十分に行わ

れていない．このような検討が進めば，広帯域・マル

チモーダル通信サービスに適用可能なオピニオンモデ

ルの構築が実現するであろう．

6. 2 多地点通信への対応

従来の通信品質評価の対象は主に電話サービスに代

表される 1対 1通信や，映像配信サービスに代表され

る 1 対 N 通信であった．ネットワークの高速・広帯

域化は，インスタントメッセージングサービスやテレ

ビ電話/会議，分散コラボレーションなどを普及させ

る可能性を秘めているが，このようなアプリケーショ

ンにおいては多地点に分散したユーザが情報を交換す

る N 対 N の通信形態も日常化すると思われる．この

ような多地点通信サービスの品質評価における重要な

課題には，不均一な通信品質が総合的なコミュニケー

ションの豊かさ/効率に与える影響を明確にすること

などが挙げられる．

例えば，通信相手がデスクトップ PC環境とモバイ

ル PDA環境である場合の 3地点通信においては，異

なる音声信号帯域（電話帯域（300～3400 Hz）と広帯

域（0～7 kHz）など），異なる画像解像度や映像フレー

ムレートを同時に体感する可能性が高いが，各要因が

総合品質に与える影響を評価する主観品質評価法（注18），

及びこれを推定する客観品質評価法に関する検討や，

各対地間の遅延時間が異なる場合の品質評価特性に

関する検討等が重要である [44], [45]．更に，多地点通

信においていっそう重要性が増す「自動音量制御機能

（AGC：Automatic Gain Control）」や「騒音抑圧機

（注18）：多地点通信の主観品質を評価するための評価タスクに関する検
討も重要な検討課題の一つである．多地点通信においては，「説明者と被
説明者」や「議論の当事者と傍聴者」といった会話における立場が異な
る点を考慮して品質を評価する必要があるが，このような主観品質評価
実験に用いる評価タスク（被験者に通話を行って頂くためにあらかじめ
決められた作業で，1 対 1 通信の場合には自由会話，絵解きパズルや乱
数照合などがある [43]）としてどのようなタスクが適しているかも十分
検討されていない．
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能」等の品質評価法 [46] に関しても，対地間の音声・

騒音レベルのばらつきを考慮するなど，「多地点通信」

という側面を考慮する検討が重要である．

7. む す び

本論文では，まず IP電話サービスの通話品質評価

技術を解説した．品質評価の基本となる主観品質評価

では，評価値の再現性を確保するためにリファレンス

条件との相対関係に基づく品質表現（等価 Q 値換算

法）が有効であることを述べた．また，品質評価の効

率化と品質管理への応用のために必要となる客観品質

評価技術について，その技術分類を行い，それぞれの

技術の最新の標準化動向を紹介した．

次に，客観品質評価技術の一つであるオピニオンモ

デルの品質推定精度を検討した結果に基づき新たな

モデルを提案し，その性能向上効果を紹介した．具体

的には，提案法を用いれば従来法である ITU-T勧告

G.107 [5] “E-model” の約 1/2 の誤差で IP電話の総

合通話品質を推定可能であることを実験に基づいて示

した．

最後に，品質評価法研究の今後の研究課題に言及し

た．次世代通信サービスのキーワードは「広帯域」「マ

ルチモーダル」及び「多地点」通信であり，これらの

特徴を考慮した新たな品質評価法の確立が必要である

ことを述べた．
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