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1 序論
複数の利用者が音声やビデオ等を用いて, 協調作業や競合
作業を行う多地点間通信が注目されている. しかし, 各受
信端末で複数の送信端末から発生したメディアの出力タイ
ミングが異なると,協調作業や競合作業において,作業が成
立しなくなったり, 公平性が損なわれる可能性がある. そ
こで, 複数の端末で発生したメディアの出力タイミングを
複数端末間でそろえる端末間同期制御が必要となる.
複数端末で発生したメディア間の出力タイミングをそろ

える必要のある作業として, 遠隔合唱 [1]が考えられる. 遠
隔合唱では, タイミングの基準を示す指揮者, 指揮に合わ
せて歌う歌い手, 歌を聴く視聴者などが存在する. これら
の人々が離れた地点に別れ, 遠隔合唱を行う場合, 各地点
間のネットワーク遅延の違いにより, 視聴者のいる地点で
出力される歌声の間にタイミングのずれが生じる.
大規模な遠隔合唱を行った代表例として,長野オリンピッ

クの開会式が挙げられる [1]. この開会式では, 離れた五都
市を衛星回線で結んで「第九」の合唱が行われている. 指
揮者とオーケストラ及び合唱隊のいる長野県民文化会館,
合唱隊のいる五都市の会場, 観客のいるオリンピック会場
を拠点としている. 指揮者の地点から五都市の会場に指揮
者のビデオを送信し, 五都市の会場で合唱隊が指揮者のビ
デオに合わせて歌う. そして, 五都市の会場の音声・ビデ
オをオリンピック会場で出力する. ここで, オリンピック
と五都市の各会場間の音声・ビデオのネットワーク遅延は
予め計測されており, ネットワーク遅延の内最も大きい値
を基準値とし, 全地点からの音声・ビデオのネットワーク
遅延を基準値にそろえることで, 合唱のメディア同期を実
現している. しかし, ネットワーク遅延の基準値を予め設
定する方法では, ネットワーク遅延が基準値を超えて大き
くなる場合, メディア同期が実現できなくなる. また, 基準
値を大きく設定しすぎると, バッファリング時間が必要以
上に大きくなり, リアルタイム性が損われる.
そこで, 本論文では, 音声・ビデオを用いた遠隔合唱に対

して端末間同期制御 [2]を適用する. そして, ユーザ体感品
質 (QoE: Quality of Experience)評価により, ネットワー
ク遅延の影響や端末間同期制御の効果を調査する.
2 端末間同期制御の適用とその効果
本章では, 音声・ビデオを用いた遠隔合唱に対する端末間
同期制御の適用方法を述べ, QoE評価を行う.
2.1 端末間同期制御の適用方法
本論文では, 基準となる指揮者 (指揮をしながら歌う)がい
る地点 (地点数: 1), 指揮者の指揮と歌に合わせて歌う歌い
手がいる地点 (地点数: M(≥ 1)), 各地点からの歌を視聴す
る視聴者がいる地点 (地点数: 1)を想定する. そして, 視
聴者のいる地点において歌声を同期させることを目的とす
る. 以下では, 指揮者がいる地点の端末を端末 1, 歌い手が
いる地点の端末を端末 2, 3, . . . ,M + 1と呼び, 視聴者の
端末における端末間同期制御について説明する. また, 歌
い手の端末における制御についても述べる.
本論文では, 音声をマスタメディア, ビデオをスレーブ

メディアとする. そして, 音声に対してはメディア内同期
制御を行い, 視聴者の端末においては端末間同期制御も行
う. ビデオに対しては, メディア内同期制御に加え, メディ
ア間同期制御を行う. ここで, メディア内およびメディア
間同期制御には, VTR(Virtual-Time Rendering)アルゴリ
ズム [3]を用いる. このアルゴリズムでは, メディアユニッ
ト (メディア同期制御のための処理単位. 以下, MUと略
す. 例えば, ビデオフレーム)のスキップ, ポーズ等を行い,
ネットワーク遅延の揺らぎに応じて動的にバッファリング
時間を変更する. バッファリング時間の変更は, 仮想時間

軸を伸縮することによって行われ, 各MUはこの仮想時間
軸に沿って出力される. ただし, 仮想時間軸の伸長は最大
許容遅延∆al(> 0)ms以下の範囲で行われる.
本論文で用いる端末間同期制御は, 指揮者及び歌い手の

端末から視聴者の端末に送信されたMUの出力タイミング
を視聴者の端末において揃える. 本論文では, 同期マエス
トロ方式 [2]による端末間同期制御を用いる. この方式で
は, ネットワーク上に一つの同期マエストロを設ける. 同
期マエストロは, 受信した全ての情報を比較し, 基準とす
べき出力タイミングを決定する. 簡単のため, 本論文では
同期マエストロを視聴者の端末に置く. 視聴者の端末にお
ける端末 i(i = 1, 2, 3, . . . ,M + 1)からの音声MUの出力
タイミングを, 指揮者の端末 1における音声MUの発生時
刻に∆(i)

S (> 0)msを加えたものとする. 以下では簡単のた
め, 出力タイミングを∆(i)

S で表す. 基準とすべき出力タイ
ミング∆Gは, ∆(1)

S , ∆(2)
S , . . . , ∆(M+1)

S のうち最も大きい値
とする. そして, 各端末 iからの音声MUの出力タイミン
グ∆(i)

S を基準とすべき出力タイミング ∆G に近づけるこ
とで, 全ての歌声の同期を達成しようとする.
合唱では, 端末 i(i = 2, 3, . . . ,M + 1)の歌い手は端末

1から受信した指揮者の音声・ビデオに合わせて歌う. 視
聴者の端末において歌い手の端末 iからの音声MUの出力
タイミングを計算するため, 指揮者の端末 1で音声MUが
発生してから, 歌い手の端末 iでそれが出力されるまでの
時間∆(i)

1 を知る必要がある. そこで, 歌い手の端末 iでは,
最後に出力されたMUのMU遅延 (一つのMUが発生し
てから出力されるまでの時間)の値を∆(i)

1 とし, 自端末で
発生する最新の音声MUに付加して視聴者の端末に送信
する. これは, 出力した音声MUと送信する音声MUを対
応付け, 視聴者の端末において∆(i)

S の計算に用いるためで
ある. なお, 歌い手の端末は, メディア内同期制御によって
指揮者の端末からの最初の音声MUを出力し, それと同時
に自端末のMUの入力を開始する. 次に, 視聴者の端末で
は, 歌い手の端末 iで音声MUが発生してから, 出力され
るまでの時間∆(i)

2 を求め, ∆(i)
S = ∆(i)

1 + ∆(i)
2 とする.

視聴者の端末では, 各端末からの音声MUの出力タイミ
ングを∆Gに揃えるため, 出力タイミングを次のように変
更する. 指揮者の端末 1からの音声MUに対しては, ∆(1)

S
の値を変更し, 出力タイミングを∆Gに近付ける. 歌い手
の端末 i(i = 2, 3, . . . ,M + 1)からの音声MUに対しては,
∆(i)

2 の値を変更し, 出力タイミング∆(i)
S = ∆(i)

1 + ∆(i)
2 を

∆Gに近付ける. 具体的には,音声MUが∆GよりNa(≥ 1)
回連続で早く出力されると出力タイミングを ∆I(> 0)遅
らせ, Nb(≥ 1)回連続で遅く出力されると出力タイミング
を∆D(> 0)早める. そして, 全ての端末からの音声MUの
出力タイミングが∆Gと等しくなったとき, 同期がとれた
と判断する. なお, ∆(i)

S 及び∆(i)
2 の値は∆L(≥ 0)ms以上

∆H(≥ ∆L)ms以下の範囲内で変化させる.
2.2 評価システム
本評価では, 歌い手のいる地点数をM = 2とし, 端末間同
期制御を行う場合と行わない場合のQoEを比較する.
評価システムは, 図 1に示すように, 4台の端末 1～4と

ネットワークエミュレータ (NIST Net) 及びスイッチング
ハブから構成される. 端末 1には指揮者, 端末 2, 3には
指揮に合わせて歌う歌い手, 端末 4には視聴者を配置する.
NIST Netは, 通過するパケットに対して, パレート正規分
布に従う付加遅延を発生させるために用いられる.
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端末 4を除く各端末は, マイクから 20ms毎に音声サン
プル (符号化方式: PCM，ビットレート: 64kbps)をキャプ
チャリングし，他端末に音声MUをユニキャストする. ま
た, 33ms毎にビデオカメラからビデオを入力し, MPEG-
1(GOP: Iピクチャのみ, 表示サイズ: 253× 189ピクセル,
平均ビットレート: 922kbps)に符号化した後, ビデオMU
を他端末にユニキャストする. なお, 音声は発生した端末
においてエコーバックされない. また, ビデオは発生した
端末においても出力される. また, テンポの基準を設ける
ため, 端末 1の地点にメトロノームを配置する.
2.3 QoE評価方法
合唱の作業は以下のように行われる. 楽曲は 4分の 4拍子
の「かえるの合唱」であり, テンポはメトロノームにより
100bpm(beats per minute: 1分間における拍の数)に設定
する. 指揮者は「1, 2, 3, はい」と掛け声を掛け, 指揮 (手
で拍子を取る)と歌唱を始める. そして, メトロノームの
テンポに合わせて 20秒程歌を歌う. 歌い手は指揮者の掛
け声に合わせて歌唱を開始し, 指揮者の歌に合わせて歌う.
視聴者は他の三地点から送信されてくる音声・ビデオを視
聴し, 合唱の作業を観測する.

QoE評価において, 被験者は端末 4の視聴者を担当し,
合唱のメディア同期品質 (音声・ビデオによって観測され
る各歌声や指揮の動作が総合的に同期して感じるか)を評
価する. QoE評価には ITU-R BT.500-11 の単一刺激法を
用いる. 被験者は評価の前に, 基準となる状態 (図 1にお
ける付加遅延 1～5の値を 0msとし, メディア同期制御を
行わない状態) で作業を行う. その後, 付加遅延の値や端
末間同期制御の有無を被験者毎にランダムに変えて合唱の
作業と評価を繰り返す. なお, 端末間同期制御を行わない
場合では, 端末 2, 3, 4においてVTRアルゴリズムによる
メディア内及びメディア間同期制御を行う. 被験者は 5段
階 (5:劣化がわからない, 4:劣化がわかるが気にならない,
3:劣化が気になるが邪魔にならない, 2:劣化が邪魔になる,
1:劣化が非常に邪魔になる) で基準からの劣化を評価する.
そして, 評価値を平均してMOS(Mean Opinion Score)を
求める. 被験者は 21歳から 24歳までの男女 20名である.
評価では, 図 1における付加遅延 2, 3, 4の平均を 50ms

とする. そして,付加遅延 1の平均を 50msから 300msまで
50ms間隔で変化させる. また,付加遅延5の平均は50msと
300msに変化させる. なお, 各付加遅延の標準偏差を 10ms
とする. 端末間同期制御で用いる∆Iおよび∆Dは 20msと
し, NaおよびNbを 5に設定する. さらに, ∆H = 500ms,
∆L = 40msとする. VTRアルゴリズムのパラメータにつ
いては, 最大許容遅延∆alを∆Hと同じく 500msに, 初期
バッファリング時間 Jmax を ∆L と同じく 40msに設定す
る. ∆alと Jmaxは, 音声及びビデオの出力品質の劣化を抑
えるため, 付加遅延の揺らぎを十分吸収できる値に設定さ
れている.
2.4 評価結果と考察
図 2に付加遅延 1の平均に対する合唱のメディア同期品質
のMOSを示す. 考察のため, 各端末間の音声及びビデオ
の平均MU遅延を計測したところ, メディア間同期制御に
より音声とビデオの平均MU遅延は同程度になっていた.
よって, 以下では, 音声の平均MU遅延に着目して考察す
る. ここで, 指揮者の音声の平均MU遅延は, 指揮者の端
末 1で発生したMUが視聴者の端末 4で出力されるまでの
平均時間であり, ∆(1)

S で表す. 端末 2, 3の音声の平均MU

図 1: 評価システムの構成

遅延は, 端末 1の指揮者が発声してから, それに合わせた
端末 2, 3の歌い手の音声が視聴者の端末で出力されるまで
の時間の平均とし, それぞれ∆(2)

S , ∆(3)
S と表す.

図 2より, 端末間同期制御を行う場合では, 付加遅延 1及
び 5の値に関らず, 合唱のメディア同期品質のMOSが高
く保たれていることがわかる. この理由は, 端末間同期制
御により, ∆(1)

S , ∆(2)
S , ∆(3)

S が同程度の値にそろえられ, 歌
声が同期して聴こえるためである.
また, 図 2では, 付加遅延 5の平均が 50msで端末間同期

制御を行わない場合, 付加遅延 1の平均が大きい程, MOS
が小さい傾向が見られる. これは, 付加遅延 1の平均が大
きくなる程, ∆(2)

S が大きくなり, 端末 2の歌い手の歌声が
より遅れて聴こえ, 歌声のずれが大きくなるためである.
さらに, 図 2から, 付加遅延 5の平均が 300msで端末間

同期制御を行わない場合, 付加遅延 1の平均が 50msから
200ms程度までの範囲では, MOSは端末間同期制御を行う
場合と同程度の高い値となっていることがわかる. この範囲
で∆(1)

S ,∆(2)
S , ∆(3)

S を測定したところ, ∆(1)
S ≥ ∆(2)

S ≥ ∆(3)
S

となり, ∆(1)
S と∆(3)

S の差が約 160msとなっていた. このこ
とから, 今回の評価環境における合唱では, 指揮者のビデ
オ及び音声が歌い手のそれらより遅いか同時に出力される
場合, 最も早く出力される歌声と最も遅く出力される歌声
が約 160msずれてもほとんど気にならないといえる.
この他, 図 2では, 付加遅延 5の平均が 300ms, 付加遅

延 1の平均が約 250ms以上で端末間同期制御を行わない
場合, MOS値が大きく減少している. この理由は次の通り
である. この場合では, ∆(1)

S より∆(2)
S の方が大きくなる.

そのため, 最も早い端末 3の歌い手の歌声が聴こえてから,
最も遅い端末 2の歌い手の歌声が聴こえるまでの時間がよ
り長くなり, メディア同期品質が損われている.
なお, 本論文と異なるテンポの合唱, 異なる楽曲の合唱,

楽器による合奏に対しても本論文と同様の評価を行った.
その結果, コンテンツの違いにより, メディア同期品質の
QoEが異なる場合があった. そのため, QoE評価を行う上
で, コンテンツ依存性は重要な観点である.

図 2: 合唱のメディア同期品質のMOS
3 結論
本研究では, 音声とビデオを用いて遠隔合唱を行う場合を
扱い, 視聴者のいる地点で多地点からの歌を同期させるた
めに端末間同期制御を適用した. そして, QoE評価により,
ネットワーク遅延の影響や端末間同期制御の効果を調査し
た. その結果, 端末間同期制御を行うことで, その制御を
行わない場合に比べ, 合唱のメディア同期品質を高く維持
できることを示した.
今後の課題として, 多様なネットワーク環境において合

唱を行い, 端末間同期制御の効果を調べることが挙げられ
る. また, メディア同期品質のコンテンツ依存性を調べる
ため, 多様な楽曲やテンポで本論文と同様の調査を行うこ
とも重要である.
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