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情報通信サービスを提供するうえで通信品質を適切に管理し制御することは極め
て重要である。NTT では電話サービスで培ったネットワーク品質管理に関する豊
富な経験とノウハウを踏まえ、次世代ネットワーク（NGN）におけるネットワー
ク品質管理の実現を目指した研究開発を推進している。

of Experience） の３段階のレイヤに

情報通信サービスにおける
通信品質の管理

分類できます」と前置きしたうえで、
「情報通信サービスにおける通信品質

IP 電話や映像通信などネットワ

の管理においては、一般的な品質管

ークを利用したサービスが拡充する

理手法と同様、設計・運用・分析・

のに伴い、通信品質（QoS ：

改善の PDCA サイクルを円滑に回す

Quality of Service）の管理及び制

ことが重要であり、これによって通

御技術の重要性がますます高まって

信品質の持続的な維持・向上が可能

きている。

となります」と語る。
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おいては通信品質の尺度、品質規定

ダ（GL）は、「情報通信サービスに

（目標）、それに基づく設計が重要な

電話サービスにおけるネットワー

おける通信品質は、遅延、損失、通

ファクターとなる。また、運用段階

ク品質は、接続品質、伝送品質、安

信装置の故障頻度といった

ネット

においては、目標の通信品質が維持

定品質（信頼性品質）の３つに分類

ワーク品質 、音声の明瞭性、映像の

されているかを確認するための監視

される（表１参照）。その品質目標

ブロックノイズの有無といった

項目の選定と測定手段が重要になる。

について国内では、総務省令（事業

プリケーション品質 、綺麗さ、ナチ

さらに分析段階においては、通信品

用電気通信設備規則）において、

ュラルさ、使い易さ、安心感といっ

質の良否を評価するための判断基準

・「発信音遅延時間」は、３秒以上

た ユーザ体感品質（QoE：Quality

（品質監視しきい値）が重要になる。

ア

「私どものグルー
設計重視

品品品
質質質
設規尺
計定度
︵
目
標
︶

運用・分析も重視

設計（Plan）

運用（Do）

サービス企画
ネットワーク設計
システム開発

サービス監視
故障監視
お客様申告対応
運用情報収集

改善（Action）

分析（Check）

リソース増減設
故障修理
お客様対応

品質良否分析
リソース過不足分析
不満要因分析
ボトルネック分析

図 1 情報通信サービスにおける通信品質の管理
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電話サービスのネットワーク品質

になる確率が0.01以下
・「呼損率」は、確率が 0.15 以下
・「自動接続遅延時間」は、30 秒
以内

PDCA サイクルの各

などと規定されている。これに対し

過程における品質設

て、NTT（INS の場合）は、

計・監視・分析に関

・呼損率：確率が 10 ％

する技術開発を推進

・自動接続遅延時間： 5秒

しています。
」（松本

と、より厳しい品質目標を定めてネ

公秀 GL）

ットワークを運用している。この目
標を満たすためには、ネットワーク
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タフェースで品質

表 1 電話サービスのネットワーク品質の分類
IP網

電話網

接続品質

●通信の接続と切断の状態に対する品質。

・音声中心のサービス

●きちんとつながるか、速くつながるか、きちんと切れるか。

・高品質、高信頼性

・音声、映像、データなど
の多様なサービス
・ベストエフォート、経済性
・分散型制御

・集中型制御

（ただし、ネットワークに故障はなく、かつ、
トラヒック輻輳のない前提）

・公共性、ライフライン

品質尺度の例：

条件を規定し、そ
の条件を満たして

呼損率、接続遅延、誤接率、切断遅延
●通信中（ユーザ情報の転送中）の状態に対する品質。

いる限り、ネット

●損失なく伝わっているか、速く伝わっているか。

伝送品質

条件やトラヒック

（ただし、ネットワークに故障はなく、かつ、
トラヒック輻輳のない前提）

次世代ネットワーク（NGN）

品質尺度の例：
ビットエラー率、伝搬遅延、スループット、パケット損失率

IP基盤のマネージド・ネットワーク

・電話網の高品質、高信頼性を継承
・IP技術による経済的なブロードバンド化の実現
・多様なサービスを提供可能

●通信網および設備の稼働状態に対する品質。
●正常に動いているか、故障していないか、故障からどのくらいで回復したか。
安定品質
（信頼性品質） 品質尺度の例：

図 2 次世代ネットワーク（NGN）とは

平均故障間隔（MTBF）、不稼働率（アンアベイラビリティ）

ワーク内の品質を
確保している。
前述した電話サ
ービスにおけるネ

における品質設計技術が必要とな

ークと捉えることができる（図２参

ットワーク品質の指標は、NGN で

る。例えば、呼損率 10 ％を満たす

照）。IP 網の技術を用い、既存のネ

は表２に示すように変遷している。

ためには、限界系と呼ばれる経由す

ットワークで培ってきた高品質・高

接続品質については、電話のような

るノード／リンク数が一番多いモデ

信頼性を継承することにより経済的

１対１通信に加えて、IPTV に代表

ルに対して、各要素に呼損率を固定

なブロードバンド化の実現と多様な

されるマルチキャスト型サービスに

的に配分する。配分した後は、ノー

サービスを提供可能にしている。

対する品質尺度が必要となり、

ド／リンク単位に配分値に従った設

松本公秀 GL は、「ネットワーク

ITU-U で現在議論中である。伝送

計・監視を行い、それによってネッ

品質という観点からは、NGN は２

品質は、基盤が IP に変わっている

トワーク全体での呼損率 10% を実

種類の能力を持っています。１つは、

ことから、IP 転送品質となってい

現する。松本公秀 GL は、電話サー

従来のインターネット型サービスを

る。電話の伝送品質と IP 転送品質

ビスにおける通信品質の特徴につい

継承する

の能

の最大の違いは、IP パケットレベ

て、「一言でいいますと、シンプル

力であり、もう１つは、従来の電話

ルのトラヒック変動を考慮した品質

な品質フレームワークであるという

型サービスを継承し、かつ高品質映

になったことと、さまざまなサービ

点です。主要なサービスは双方向の

像などの新たなサービスを提供する

ス要求に対応するために品質クラス

音声通信であり、端末のバリエーシ

ための

という能力で

の概念が導入されたことである。安

ョンも少なく、またネットワーク・

す。NGN 上ではこれら２つの能力

定品質（信頼性品質）は、概念とし

トポロジーも比較的シンプルです。

が共存しており、ユーザから見た場

ては従来と大きな変化はない。

また、ユーザ体感品質（QoE）とネ

合の選択の幅が広がったというの

NGN の IP 転送品質について、国

ットワーク品質の関係も比較的にシ

が、ネットワーク品質の面からみた

際標準（ITU-T 勧告 Y.1541）では、

ンプルです」と述べている。

NGN の本質的な特徴です」と指摘

NGN 上の多様なサービス要求に対

する。

応できるように、目標値の異なる複

NGN のネットワーク品質規定

ベストエフォート

優先クラス

ベストエフォートでは、インタフ
ェースには品質条

電話サービスと比べて、次世代ネ

件やトラヒック条

ットワーク（NGN）の品質規定で

件はなく、ネット

は、新たに考えないといけない要素

ワーク内の品質確

がいくつかある。

保／帯域確保はし

まず、NGN は電話網と IP 網のそ

ない。一方、優先

れぞれの長所を合わせ持つネットワ

クラスでは、イン
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数の品質クラスを規定している（表

表 2 NGN のネットワーク品質の分類
接続品質

伝送品質
↓
IP転送品質

・電話型サービス（IP電話、TV電話、など）については、従来の分類と同じ。
●マルチキャスト型サービスに対する接続品質尺度は、未確立。
（ITU-Tなどで研究中）
●従来の距離的な伝搬遅延や、ランダムな伝送路エラーから、通信中のIPパケットの
転送状態に関する品質に重点が移っている。
（IPパケットのトラヒック変動に依存する
品質尺度）
●NGNのサービス統合網としての性質を考慮し、品質クラスの概念を導入。
品質尺度の例：
IPパケットの転送遅延、遅延ゆらぎ、パケット損失率。

安定品質
・従来の分類と同じ。
（信頼性品質）
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次世代ネットワークにおけるネットワーク品質規定
げてエンドエンド品質目標と比較

表 3 ITU-T 勧告 Y.1541 における品質クラス規定

する「ボトムアップアプローチ」

品質クラス

IPパケット転送遅延時間

クラス0

クラス1

クラス2

クラス3

クラス4

100ms

400ms

100ms

400ms

1s

50ms

50ms

−

−

−

IPパケット転送遅延ゆらぎ

クラス5

求される場合にはトップダウンアプ
−

−3

IPパケット損失率

1×10

IPパケット誤り率

1×10−4

IP 電話のような厳しい品質を要
ローチが必要であるが、品質条件が
比較的に緩いサービスに対してはボ
トムアップアプローチの適用も考え

ベストエフォートに相当

優先クラスに相当

グメントは、キャリアそのものを意

３）。一方国内では、総務省令（事
業用電気通信設備規則）において、
NGN の代表的なサービスである IP

られる。なおこの勧告上では、セン

NGN でのネットワーク品質実現の
アプローチと今後の通信品質管理

味する場合もあれば、既存電話網と
NGN 網といったサービス網を意味

電話（VoIP）の IP 転送品質につい

NGNのネットワーク品質目標値を

て、UNI-UNI 間及び UNI-NNI 間

どのように実現すべきかについて、

の IP パケットをそれぞれ、

いくつかの考え方がある。ITU-T で

ク品質と対比しながら、NGN のネ

・転送遅延：70ms 以下、50ms 以下

は、今後、複数の NGN キャリアを

ットワーク品質規定に関する研究状

・遅延ゆらぎ：20ms以下、10ms以下

経由した通信が始まることを想定し、

況を紹介した。最後に、松本公秀

・損失率： 0.1 ％以下、0.05% 以下

マルチキャリア環境でのエンドエン

GL は、今後の通信品質管理の方向

と規定している（2008年４月施行）
。

ド品質の実現アプローチの研究を始

性について、「従来の通信品質管理

「この省令の品質規定の技術的な

めている（ITU-T勧告Y.1542）
。この

は、どちらかと言うと

特徴は、端末部分の品質を除いた

勧告では、エンドエンド品質を実現

すなわち、良い品質を実現できるよ

IP ネットワークとしての品質規定

するためのアプローチを、大きく以

うにネットワークを設計・構築し、

を明確にしたことと、今後の NGN

下の２種類に分類している。

運用しながらそれを確認するスタイ

の相互接続を考慮して 2 キャリア間

・エンドエンド品質目標を各セグメ

ルでした。今後、サービスの多様化

接続時の NNI 品質も規定している

ントに配分する「トップダウンア

に従い品質要求条件も多様化し、ま

ことです。」
（松本公秀 GL）

プローチ」

た IT 技術の進展によりネットワー

・セグメント品質の実力値を積み上

する場合もある。
以上、電話サービスのネットワー

設計重視 。

ク自体の変化も激しくなることが予
想されることから、従来の設計重視

信頼性設計

信頼性管理

のスタイルに加えて、運用中のネッ
トワークから品質情報を抽出し、設

ネットワーク構成

信頼性設計

規定値との比較

不
稼
働
率

管理曲線

信頼性の設計
（Plan）

管理曲線

運用
（Do）

計・運用に効果的にフィードバック
するスタイルが重要になります」と

システムC

不
稼
働
率

システムB
システムA

影響規模

実データ
から
実故障データ
信頼性を
定量化

語っている。
実際に NTT では、運用中のネッ

ネットワーク構築

トワークから取得されるデータから

影響規模

信頼性の改善
（Action）
船越・松川・渡邉、 通信ネットワーク故障による社会的影響
度分析法 、信学論（B）.vol.90-B,no4.pp.370-381,
Apr.2007

信頼性実施に
基づく運用

信頼性の分析
（Check）

安定品質（信頼性品質）を可視化し、
改善・設計に反映させるための信頼
性管理技術の基礎研究にも取り組ん

図 3 信頼性管理技術への取組みの一例
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でいる（図３参照）。
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