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1 序論
近年, 視覚メディアや聴覚メディアなど様々なメディアを

ネットワーク上でリアルタイムに伝送することが多くなって
きている. 特に, 視覚メディアについては, 通常の映像の他
に, 立体映像や自由視点映像などといった 3D映像に注目が集
まっており, 活発に研究が行われている [1]. また, 触覚インタ
フェース装置の登場により, 力覚メディアを伝送する研究が行
われており, 視覚, 聴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,視覚・力覚・聴覚メディアなどの伝送にインターネッ

トなどの QoS (Quality of Service)保証のないネットワーク
を用いる場合, ネットワーク遅延やその揺らぎ, パケット欠落
などの影響により, メディアの時間関係に乱れが生じ, メディ
アの出力品質が大きく劣化する恐れがある. 本研究では, 視
覚・力覚・聴覚メディアを扱い, これらのメディアを一つ, ま
たは二つ同時に伝送する場合について, ネットワーク遅延とそ
の揺らぎ, パケット欠落がユーザ体感品質 (QoE: Quality of
Experience)に及ぼす影響を調査する. 一つのメディアを扱う
場合には立体映像伝送を, 二つのメディアを扱う場合には力
覚・聴覚メディア伝送を扱う.
立体映像伝送を扱っている研究に文献 [2]が挙げられる. こ

の文献では, パケット欠落が立体視へ与える影響を調査してい
る. そして, 注目物体の運動速度が速く, かつその方向が縦方
向であるほどパケット欠落による立体視への影響が大きいこ
とを示している. しかし, この文献ではパケット欠落が立体視
に及ぼす影響しか調査されておらず, 立体映像の誤り補償の効
果は明らかにされていない. また, 誤り補償においては, スラ
イス数により, 立体映像の画像品質が大きく変わる可能性があ
る. しかし, スライス数の影響も調べられていない. そのため,
立体映像の誤り補償の効果を明らかにし, スライス数が QoE
に及ぼす影響を調査することが重要である.
また, 力覚・聴覚メディア伝送に関しては, 既に映像・力覚メ

ディア・サウンド伝送が文献 [3]で扱われており, QoE評価を
行い, ネットワーク遅延とその揺らぎの影響を調査している.
その結果, 映像が力覚メディアとサウンドよりわずかに早く出
力されるときにQoEが最も高くなることが示されている. し
かし, 力覚メディアとサウンド間の出力タイミングの関係は十
分には明らかにされていない. そのため, 力覚メディア・サウ
ンド伝送を扱い, QoE評価により, ネットワーク遅延とその揺
らぎを変更して, 力覚メディアとサウンド間の出力タイミング
の関係を調査する必要がある.
そこで, 本研究では, 立体映像伝送において, 誤り補償を扱

い, QoE評価により, その効果を調査する. また, スライス数
が QoEに及ぼす影響の調査を行う. さらに, 力覚メディア・
サウンド伝送を対象とし, QoE評価により, ネットワーク遅延
とその揺らぎの影響について調査する.
2 立体映像伝送における誤り補償の効果
本章では, 立体映像伝送における誤り補償を扱い, QoE評価

により, その効果を示す.
2.1 誤り補償方式
本章で用いる映像フレームのスライス群は, 簡単のため, イ

ンタリーブ (各フレームは数枚のスライスにラスタスキャン方
向に分割される)を採用する. そして, 一つのフレームは 16枚
のスライスに分割されているとする. 本章で扱う誤り補償方
式は, 送信端末から受信端末へ左右それぞれの映像フレームを
送信し, 映像フレーム内のあるスライスに属するパケットが欠
落した場合, 受信端末でそのスライスを廃棄し, それ以前に出

図 1: 評価システム

力に成功した同じ位置のスライスを用いて, 廃棄された部分の
スライスを補完する.
2.2 比較対象方式

(1) 両方廃棄方式
両方廃棄方式は, 左右どちらかの映像フレーム内のあるスラ

イスに属するパケットが欠落した場合, たとえ片方のフレーム
はスライスが全部そろっていたとしても, 左右の両フレームを
廃棄し, それ以前に出力に成功した両フレームを出力する.

(2) 片方廃棄方式
片方廃棄方式は, 左右どちらかの映像フレーム内のあるスラ

イスに属するパケットが欠落した場合, そのフレームだけを廃
棄し, それ以前に出力に成功したフレームを出力する.
2.3 評価方法
評価システム (図 1参照)では, ネットワークエミュレータ

(NIST Net)を介して, 送信端末と受信端末をEthernetケーブ
ル (100Base-T)によって接続する. 受信端末には, 被験者に立
体映像を提示するため, 解像度 640× 480ピクセルの眼鏡型非
透過ヘッドマウントディスプレイ (Vuzix社製 iWear VR920.
以下, HMDと略す)が取り付けられている. 本評価で用いる
立体映像は, 走行中の自動車の前方からの映像 (映像 1), 手で
水流を受け止める映像 (映像 2), グラスタワーにシャンパンを
注ぐ映像 (映像 3), 二人のピエロが芸を行う映像 (映像 4), 犬
を訓練する映像 (映像 5)である. 上記の立体映像で被験者に
注目してもらう物体 (注目物体)を指定する. 注目物体は, 映
像 1では対向車および前を走る車, 映像 2では水しぶきおよ
びこぼれる水, 映像 3ではシャンパンを注ぐ人, 映像 4ではピ
エロが持つ風船および右のピエロの手, 映像 5では方向転換
をする (まわる)犬および人の足とする.

QoE評価では, 被験者は受信端末で HMDを装着し, それ
ぞれの立体映像の注目物体を見て, 評価を行った. そして, 映
像が立体視可能か否かを二者択一で判定してもらい, 立体視
できた人の割合を求めた. また, 画像品質, 画像内の物体の動
きの滑らかさ, および総合品質について, 5段階妨害尺度 (5:
劣化が感じられない, 4: 劣化が感じられるが気にならない,
3: 劣化が感じられるが邪魔にはならない, 2: 劣化が邪魔にな
る, 1: 劣化が非常に邪魔になる)に従って評点をつけてもら
い, MOS(Mean Opinion Score)を求めた. 被験者は, 22歳か
ら 27歳の男性 20名である.
2.4 評価結果と考察
図 2, 3, 4にそれぞれ注目物体が対向車, 水しぶき, 注ぐ人に

対する総合品質のMOSを示す. これらの図において, 両方廃
棄方式と片方廃棄方式の総合品質のMOSは, パケット欠落率
が大きくなるにつれて減少していることがわかる. また, 誤り
補償方式のMOSも, パケット欠落率の増加に伴い減少する傾
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図 2: 総合品質のMOS (注目物体: 対向車)

図 3: 総合品質のMOS (注目物体: 水しぶき)

図 4: 総合品質のMOS (注目物体: 注ぐ人)

向にある. そして, 図 4では, 誤り補償方式のMOSは図 2と
図 3のそれより, 大きく低下している. 図 3において, パケッ
ト欠落率が大きくなっても, 誤り補償方式のMOSはほとんど
劣化していない. 図 2, 3, 4より, いずれの注目物体に対して
も誤り補償方式のMOSは, 他の方式のMOSよりも高くなっ
ていることがわかる. 従って, 立体映像伝送においては, 誤り
補償方式を用いることで, QoEを大きく改善できるといえる.
この他, アプリケーションレベル QoSパラメータの評価を

行った. このため, 評価結果の傾向によって注目物体を三つ
のグループ (対向車・前を走る車・風船・ピエロの手, 水しぶ
き・こぼれる水, 注ぐ人・まわる犬・人の足)に分けられるこ
とがわかった. そして, MOSとアプリケーションレベル QoS
パラメータとの関係を調べた. 各グループに対して重回帰分
析を行った結果, アプリケーションレベル QoSパラメータか
らMOSを高精度に推定可能であることがわかった.
3 立体映像伝送におけるスライス数の影響
本章では, 第 2章で分類された各グループの代表として三

つの注目物体 (対向車, 水しぶき, 注ぐ人)を対象に, 第 2章の
誤り補償を扱い, スライス数が QoEに及ぼす影響を明らかに
する.

QoE評価では, 第 2章と同じ評価システムを用い, パケッ
ト欠落を発生させた. その結果, 総合品質については, 注目物
体が水しぶきでかつスライス数が 16枚と 32枚のときを除き,
MOSは, パケット欠落率が大きくなるにつれて減少すること
がわかった. また, 注ぐ人のMOSは対向車のそれより大きく

低下していた. さらに, いずれの注目物体に対してもスライス
数が 32枚のMOSは 16枚のMOSとほぼ同じになっていた.
一方, スライス数が 8枚のMOSは, パケット欠落率が増加す
ると, 16枚と 32枚のMOSより小さくなっていた. これらの
ことから, 今回の評価では, 映像のスライス数は 16枚で十分
であるといえる.
4 力覚メディア・サウンド伝送におけるネットワーク遅延と

その揺らぎの影響
本章では, 力覚メディア・サウンド伝送を対象にQoE評価

を行い, ネットワーク遅延とその揺らぎの影響を調査する. ま
た, アプリケーションレベル QoSの評価を行い, アプリケー
ションレベル QoSと QoEとの QoSマッピングを行う.
評価システムは, 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. 両端末には, 触覚インタフェース装置とし
て, PHANToM Omni(以下, PHANToMと略す)が備え付け
られている. また, マスタ端末にはマイクが, スレーブ端末に
はヘッドセットが接続される.

QoE評価では, メディア間の平均付加遅延の差と付加遅延
の標準偏差を変化させた. そして, マスタ端末の PHANToM
でタンバリンを叩く作業とウクレレを弾く作業を行った. その
結果, タンバリンを叩く作業において, サウンドが力覚メディ
アに比べてわずかに早く出力されるときに MOSが最も高く
なる傾向があることがわかった. また, ウクレレを弾く作業で
は, サウンドが力覚メディアに比べてわずかに早く出力され
るときから, わずかに遅れて出力されるときにかけてMOSが
最も高くなる傾向となった. さらに, アプリケーションレベル
QoSを評価し, 重回帰分析によるQoSマッピングを行ったと
ころ, MOSをアプリケーションレベル QoS パラメータから
高精度に推定できた.
5 結論
本論文では, 視覚・力覚・聴覚メディア伝送における QoE

評価を行った. まず, 第 2章では, 立体映像伝送において, パ
ケット欠落が発生する場合に, QoE評価によって, 誤り補償方
式, 両方廃棄方式, および片方廃棄方式の比較を行い, 誤り補
償方式の効果を調査した. その結果, 総合品質については, 誤
り補償方式は比較対象方式に比べ, 高いMOSを達成できるこ
とが明らかとなった.
次に, 第 3章では, QoE評価によって, 立体映像伝送におい

て, 誤り補償を行う場合のスライス数の影響を調査した. そし
て, 総合品質については, いずれの注目物体に対してもスライ
ス数が 32枚のMOSは 16枚のMOSとほぼ同じになってい
た. 一方, スライス数が 8枚のMOSは, パケット欠落率が増
加すると, 16枚と 32枚のMOSより小さくなっていた. 以上
より, 今回の評価では, 映像のスライス数は 16枚で十分であ
るといえる.
また, 第 4章において, 力覚メディア・サウンド伝送を対象

に QoE評価を行い, ネットワーク遅延とその揺らぎの影響を
調査した. 評価結果から, タンバリンを叩く作業において, サ
ウンドが力覚メディアに比べてわずかに早く出力されるとき
にMOSが最も高くなる傾向があることがわかった. また, ウ
クレレを弾く作業では, サウンドが力覚メディアに比べてわず
かに早く出力されるときから, わずかに遅れて出力されるとき
にかけてMOSが最も高くなる傾向となった.
なお, 第 2 章と第 4 章において, アプリケーションレベル

QoSパラメータから高精度にMOSを推定可能であった.
今後の課題として, 他の誤り補償に対する QoE評価や, 異

なるスライスの分割方法を用いてQoE評価を行うことなどが
挙げられる.
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