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1．序論
触覚インタフェース装置の登場により,従来から用いられて

きたサウンドやビデオなどの聴覚, 視覚メディアに加えて, 力
覚メディアが教育などの様々な分野で利用されるようになっ
てきている. 力覚メディアを聴覚, 視覚メディアと併せて用
いているシステムの例として, 力覚メディア・サウンド・ビデ
オ伝送システム [1]や力覚メディア・音声・ビデオを用いた遠
隔教育システム [2]がある. これらのシステムのように, 力覚
メディアを聴覚, 視覚メディアと併用することにより, 協調作
業などの作業効率が大きく改善されると期待されている. し
かし, インターネットのようなQoS (Quality of Service)保証
のないネットワーク介して, 力覚メディアやサウンドなどの
メディアを伝送する場合に, ネットワーク遅延やその揺らぎ
の影響により, メディアの時間関係に乱れが生じ, 出力品質が
大きく劣化する恐れがある. この問題を解決するため, メディ
ア同期制御が必要となる. メディア同期制御の例に, プレイ
アウトバッファリング制御 [3]や Skipping[2], [4]がある.
文献 [3]では, 音声・ビデオ・力覚メディアを用いた三感イ

ンタラクティブ IP通信において, メディア適応型メディア内
同期制御方式を提案している. この制御方式では, 音声及びビ
デオにはプレイアウトバッファリング制御を用いて, 力覚メ
ディアはバッファリングせずに出力することで, 力覚メディア
のインタラクティブ性を高く保つようにしている. 音声によ
る掛け合いの後に楽器を叩く作業を対象とし, QoE (Quality
of Experience)評価によりその有効性を示している. しかし,
文献 [3]で提案している制御方式では, バッファリングされた
時間の分だけ力覚メディアと楽器から発生するサウンドの同
期がずれてしまう. 文献 [3]で対象としている作業において
は, 楽器のサウンドよりも利用者間の音声を重視しているた
め, 力覚メディアとサウンド間の同期ずれを許容している. し
かし, 楽器の演奏という作業に注目した場合には, 力覚メディ
アとサウンド間の同期がとれるように制御を行うことが望ま
れる.
また, 文献 [2]では, 力覚メディア・音声・ビデオを用いた遠

隔教育システムを用いて文字を教示する作業において, ネッ
トワーク遅延揺らぎがQoEに及ぼす影響を調査している. し
かし, この文献では, メディア同期制御として Skippingを用
いており, プレイアウトバッファリング制御のように遅延揺
らぎを吸収する制御は行っていない.
そこで, 本研究では, 力覚メディア・サウンド・ビデオ伝送

システムを用いてタンバリンを演奏する作業を対象とし, メ
ディア同期制御がQoEに与える効果を調査する. また, 力覚
メディア・音声・ビデオを用いた遠隔教育システムに対して
同様の調査を行う. これらの調査では, QoE (ユーザレベル
QoSとも呼ばれる)と下位レベルQoSとの関係を明らかにす
るため, QoSマッピングを行う.
2．力覚メディア・サウンド・ビデオ伝送システムにおける
受信バッファリング制御の効果
本章では, 力覚メディア・サウンド・ビデオ伝送システム

を対象とし, QoE評価により, メディア同期制御の効果を調
査する. メディア同期制御として, 受信バッファリング制御
を扱う.
2.1 力覚メディア・サウンド・ビデオ伝送システム
図 1に示すように, 本システムは, 一台のマスタ端末と一

台のスレーブ端末から構成される. マスタ端末には触覚イ
ンタフェース装置 (PHANToM Omni. 以下, PHANToMと
略す)とヘッドセット, スレーブ端末には PHANToMとマイ
ク付きビデオカメラが備え付けられている. このシステムで

図 1: 力覚メディア・サウンド・ビデオ伝送システムの構成
は, マスタ端末の利用者がビデオを見ながらスレーブ端末の
PHANToMを遠隔操作してスレーブ端末側にある物体 (タン
バリン)を叩くことが可能である. このとき, 力覚メディアは
端末間を双方向に伝送される (以下, 双方向伝送と呼ぶ). ま
た, スレーブ端末の利用者がPHANToMを用いて物体を叩い
た際の力覚メディア, サウンド及びビデオを, マスタ端末の利
用者に伝えることもできる. このとき, 力覚メディアはスレー
ブ端末からマスタ端末へ片方向に伝送される (以下, 片方向伝
送と呼ぶ).
2.2 受信バッファリング制御
この制御では, 最初に受信したメディアユニット (メディア

同期のための処理単位. 以下, MUと略す)の到着時刻に一定
の初期バッファリング時間を加えたものを, そのMUの目標
出力時刻とする. その後, 新たに受信したMUの目標出力時
刻は, 最初のMUの目標出力時刻に, 最初のMUと新たに受
信したMUの発生時刻の差を加えたものとする. 目標出力時
刻までに到着したMUは目標出力時刻に出力される. 目標出
力時刻を過ぎて到着したMUについては, 到着後直ちに出力
される (文献 [3]のプレイアウトバッファリング制御では, こ
のMUを廃棄する). また, すでに出力されたMUより古い
MUは廃棄される.
複数のメディアを扱う場合は, 一つをマスタメディアとし,

残りをスレーブメディアとする. マスタメディアのMUは上
記の方法により目標出力時刻が定められ, スレーブメディア
のMUはマスタメディアのMUに合わせて目標出力時刻が設
定される. 本研究では, 力覚メディアをマスタメディアとし,
サウンド及びビデオをスレーブメディアとする.
2.3 評価方法
評価では,マスタ端末とスレーブ端末はネットワークエミュ

レータ (NIST Net)を介して接続される. NIST Netを用い
て, 力覚メディア, サウンド及びビデオに対し, パレート正規
分布に従う遅延を付加する.
片方向伝送の場合は, 平均付加遅延を 500ms, 付加遅延の標

準偏差を 0ms, 20msまたは 50msとし,初期バッファリング時
間を−500ms, −40msから 120ms(20ms間隔), 160ms, 200ms
と変化させる. ここで, 初期バッファリング時間が負のとき,
目標出力時刻が早くなるため, 遅延揺らぎを吸収できる範囲
が小さくなる. 初期バッファリング時間が−500msでは, ほぼ
全てのMUは到着後,バッファリングをされず直ちに出力され
る. また, 双方向伝送の場合は, 平均付加遅延を 40ms, 付加遅
延の標準偏差を 0ms, 10msまたは 20msとし,初期バッファリ
ング時間を−500ms, −30msから−10ms(10ms間隔), −5ms,
0msから 40ms(10ms間隔), 60ms, 80msと変化させる.

QoE評価では, 片方向伝送と双方向伝送のどちらの場合に
おいても, 被験者はマスタ端末側で評価を行う. そして, タン
バリンを複数回叩く作業において, PHANToM操作性, サウ
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図 2: 総合品質のMOS(片方向伝送)
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図 3: 総合品質のMOS(双方向伝送)
ンドの出力品質, ビデオの出力品質, メディア間同期品質及び
総合品質について評価する. 5段階品質尺度 (1: 非常に悪い,
2: 悪い, 3: 普通, 4: 良い, 5: 非常に良い)に従って評点をつ
けてもらい, MOS (Mean Opinion Score)を求める. 被験者
は, 21歳から 24歳の男女 20名である.
また, QoSマッピングによりQoEと下位レベルのQoSとの

関係を明らかにするために, QoE評価と同時に, アプリケー
ションレベル QoSの測定を行う. アプリケーションレベル
QoSパラメータとして, 平均MUレート, 出力間隔の変動係
数,平均MU遅延, MU遅延の変動係数,平均反力,平均メディ
ア間同期誤差, メディア間同期の平均二乗誤差, 及び平均バッ
ファリング時間を用いる.
2.4 評価結果と考察
力覚メディアの平均バッファリング時間に対する片方向伝

送及び双方向伝送の場合における総合品質のMOSをそれぞ
れ図 2,図 3に示す. 平均バッファリング時間とは,一つのMU
がバッファリングされた時間の平均である.
図 2から, 片方向伝送の場合の総合品質のMOSは, 付加遅

延の標準偏差が 0msの場合に, 平均バッファリング時間にほ
とんど依存せず高くなっていることがわかる. また, 付加遅
延の標準偏差が 20ms及び 50msの場合に, 平均バッファリン
グ時間がある値に達するまで, MOSは高くなる傾向がある.
図 3において, 双方向伝送の場合の総合品質のMOSは, 付

加遅延の標準偏差が 10ms及び 20msの場合において, 平均
バッファリング時間がそれぞれ 10ms, 20ms程度のときに最
も高くなっている. これは, 平均バッファリング時間が短い
ときは, 遅延揺らぎによるMUの出力間隔の乱れが十分に吸
収されず, メディアの出力品質が劣化し, 平均バッファリング
時間が長いときは, 端末間のPHANToMの位置の差が大きく
なることで, 提示される反力が大きくなり, PHANToMの操
作がしにくくなるためである. また, 図 3では, 付加遅延の標
準偏差が 0msの場合に, 総合品質のMOSは, 平均バッファリ
ング時間が短いほど高くなる傾向がある.
この他, 片方向伝送の場合のその他のMOSと, 双方向伝送

の場合のサウンド, ビデオの出力品質のMOSは, 図 2と同様
の傾向を示した. また, 双方向伝送の場合のPHANToM操作

性のMOSは図 3に似た傾向を示し, メディア間同期品質の
MOSは, 平均バッファリング時間が増加するにつれ減少した.
さらに, 重回帰分析により, 各種アプリケーションレベル

QoSパラメータから QoEパラメータであるMOSの推定を
行った. それぞれのMOSの推定式の自由度調整済み決定係
数は, いずれも 0.905以上という高い値になった.
推定式が実測値を高い精度で推定していることを確認する

ために, 図 2, 図 3にMOSの実測値と推定値を示す. これら
の図から, 実測値と推定値は概ねよく一致していることがわ
かる. よって, これらのMOSはアプリケーションレベルQoS
パラメータから高精度に推定可能であるといえる.
3．力覚メディア・音声・ビデオを用いた遠隔教育システム
における受信バッファリング制御の効果
本章では, 力覚メディア・音声・ビデオを用いた遠隔教育

システムを対象とし, QoE評価により, メディア同期制御の
効果を調査する. メディア同期制御として受信バッファリン
グ制御を扱う.
力覚メディア・音声・ビデオを用いた遠隔教育システムは,

先生の端末一台と生徒の端末一台から構成され, 両端末には
PHANToMが備え付けられている. このシステムにおいて先
生は, 生徒の端末にあるビデオカメラの映像を見ながら生徒
に文字の教示を行う. このとき先生は生徒に音声で指示をし
ながら教示を行うことができる. 力覚メディアは, 先生の端
末から生徒の端末へ片方向に伝送される場合と, 端末間を双
方向に伝送される場合の二通りがある. 本研究では, 端末間
を双方向に伝送される場合を扱う.

QoE評価では, 端末間にネットワーク遅延と遅延揺らぎを
発生させ, 初期バッファリング時間を変化させて評価を行っ
た. 評価においては, 先生が音声で指示を行いながら生徒に
「永」という文字を教示する作業を対象とした. その結果, 先
生と生徒のどちらの立場における場合でも, 遅延揺らぎが発
生する場合に, 適切なバッファリング時間を設定することで,
QoEが高くなることが明らかとなった. さらに, アプリケー
ションレベルQoSパラメータからQoEパラメータを高精度
に推定できた.
4．結論
本研究では, 力覚・聴覚・視覚メディア伝送におけるメディ

ア同期制御がQoEに与える効果を調査した. メディア同期制
御として, 受信バッファリング制御を扱った.
まず, 力覚メディア・サウンド・ビデオ伝送システムを用

いて, 受信バッファリング制御がQoEに与える効果を調査し
た. その結果, 片方向伝送では, バッファリングの時間を増加
させるほど, QoEが高くなることがわかった. また, 双方向伝
送では, 遅延揺らぎが発生する場合に, 適切なバッファリング
時間を設定することで, QoEが高くなることがわかった. 次
に, 力覚メディア・音声・ビデオを用いた遠隔教育システム
において, 受信バッファリング制御の効果の調査を行った. そ
の結果, 先生, 生徒のどちらの立場の場合においても, 遅延揺
らぎが発生する場合に, 適切なバッファリング時間を設定す
ることで, QoEが高くなることが明らかとなった. また, 第 2
章, 第 3章のどちらの調査においても, アプリケーションレベ
ルQoSパラメータからQoEパラメータを高精度に推定可能
であった.
今後の課題として,より高い臨場感を出すために視覚メディ

アとして立体ビデオを用いた, 力覚メディア・サウンド・立
体ビデオ伝送システムにおける, 受信バッファリング制御の
効果の調査などが挙げられる.
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