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＊1 HSDPA：W-CDMA方式に基づくダウンリ
ンクの高速パケット伝送方式．ドコモでは
「FOMAハイスピード」としてサービスを提
供している．

＊2 VGA：表示される画像の画素数が640×
480dotであること．

＊3 MPEG-4 visual： ISO（ International Or-
ganization for Standardization）で規格化し
た低速回線で高画質を目指した動画配信を目
的とした動画フォーマットMPEG-4規格の一
部で，動画像符号化の方式を定める部分．

移動端末での映像視聴が生活の一部になりつつある．モバ

イル環境下の映像サービスにおいて重要な動画像符号化技術

の飛躍的な符号化効率向上を目的とした従来では応用例の少

ない映像の動きに基づく視覚特性モデルの構築および応用効

果を解説する．

1. まえがき
近年，通信のブロードバンド化に伴

い，動画共有サイトや，オンデマンド

映像サービスなどの映像サービスが人

気を集めている．モバイル環境下にお

いても移動端末の高機能化，HSDPA

（High Speed Downlink Packet Access）＊1

などの高速通信の実現により映像サー

ビス提供が可能となり，新たな映像配

信市場として注目される．ドコモにお

いても最近では10MB i -motionサービ

ス の 開 始 や VGA（ Video Graphics

Array）＊2相当の高解像度ディスプレイ

を標準搭載したFOMA 905iシリーズ

の導入を行い，ユーザは移動端末で高

画質な映像視聴を楽しむことができる

ようになってきた．最近の調査による

と表1のように35.6％ものユーザがテ

レビ（TV）電話機能などを含む映像視

聴機能を利用するという調査結果[1]が

得られており，移動端末での映像視聴

が生活の一部になりつつある．そのた

め，身近な存在となった映像の高品質

化に対する期待は増加し，その期待に

応える技術の構築が必要となっている．

モバイル環境下の映像サービスでは，

伝送帯域が限られているため多大な情

報量をもつ映像の圧縮技術は必須であ

る．TV電話・Vライブ・i-motionなど

ではMPEG-4 visual（Moving Picture

Experts Group phase 4 visual）＊3，ワ

ンセグでは最新の動画像符号化技術

H.264/AVC（Advanced Video Coding）＊4

が利用される．しかし，例えばワンセ

グでも最新技術が使われているにもか

かわらず，映像によっては写真1のよ

うなブロック歪やぼやけなどがみられ，

現状では必ずしも高品質な映像の提供

が行えているとはいえない．特にスポ

ーツや競馬中継などは，人気の高いコ

ンテンツであるが画面全体が瞬時に変

わっていくなどの激しく大きな動き

（以下，「大きな動き」）が含まれるた

め，H.264を利用しても情報量の削減が

困難な場合も多く，高品質な映像とし
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映像サービス 視覚特性 動画像符号化技術

生活ケータイのさらなる多様化を具現化する技術特集

GPS：Global Positioning System

利用機能 利用率（％） 

アプリケーション（ゲームなど） 

バーコードリーダ 

★動画ファイル再生 

42.7 

カメラ 87.2 

25.4 

20.9 

音楽再生 13.6 

★TV電話 8.5 

★TV放送受信 6.2 

GPS 8.0 

映像視聴（★合計） 35.6 

表1 移動端末の利用機能

写真1 ワンセグなどで見られる歪
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て提供することが課題になっている．

そこで，大きな動きを含む映像に対

する品質を従来の技術よりも飛躍的に

向上させる動画像符号化技術の実現を

目指し，従来では応用例の少ない映像

の動きに基づく視覚特性の利用につい

て研究を進めてきた．

本稿では，まず，映像の動きによっ

て生じる人間の錯視＊5について説明す

る．その中のMotion Sharpening（以

下，MS）現象と呼ばれる錯視に着目

し，この錯視のメカニズムをマスキン

グの観点から解明し，モデル構築のた

めに行った取組みについて述べる．さ

らに開発したモデルを動画像符号化技

術へ応用した際の効果について述べる．

2. 動きに基づく視覚
特性

2.1 動きが引き起こす錯視
人間は眼を使って映像を知覚する．

見ている映像に対する印象は，映像の

物理的特性によって変化する．例え

ば，映像はさまざまな時空間周波数成

分＊6で構成されるが，画像に高い空間

周波数成分が含まれると画像は鮮鋭に

知覚され，逆にこの成分が含まれない

とぼやけた印象を受ける.このように

画像の知覚は，画像の空間周波数特性

が眼に入力されることで行われるが，

人間の眼は必ずしもありのままに知覚

できるわけではない．例えば，ビデオ

画像の再生を止めて見た際はぼやけて

いるが，再生してみると鮮鋭に見えた

といった経験はないだろうか．これは

MS現象と呼ばれる現象である.

動きに基づく映像の鮮鋭化効果を図

１に表す．MS現象とは，図1②のよ

うに動画像を構成する全画像がぼやけ

ていても映像として見ると，再生を止

めて見た場合よりも画像が鮮鋭に見え

る錯視現象である．MS現象は，視覚

分野でも20年以上研究されており，

人間の視覚系の非線形な機構がこの現

象を生み出すといわれるが，明確な原

因はいまだ明らかではない[2].

ところで，MS現象には特殊な場合

が存在する[2]．一般に図1②のように

全画像がぼやけていてもMS現象の効

果により映像としては鮮鋭さが増加す

るが，図1①のように全画像が鮮鋭画

像で構成された映像と比較すると，ぼ

やけて見えてしまう．しかし，図1③

のように鮮鋭画像とぼやけ画像が動画

像として混在する場合，図1①の映像

と同程度の品質が得られるという場合

がある．つまり，ぼやけ画像が混在し

ても，ぼやけているという印象を受け

ることなく，「主観的には映像品質が

保たれる」ことを意味する．

筆者らは，この図 1③の現象を

Quasi-Motion sharpening（以下，Quasi-

MS）現象と呼び，この現象のメカニ

ズムについて，ある仮説を立てて解明

を試みた．

2.2 Quasi-MS現象のメカニ
ズム

図1③に示されるとおり，Quasi-MS

現象は鮮鋭画像が定期的に存在するた

めに引き起こされる．つまり，ぼやけ

画像のぼやけが知覚されないのは，鮮

鋭画像がぼやけ画像に対する知覚に対

し，影響を与えているためと考えた．

このような知覚に対する影響は視覚マ

スキングと呼ばれる．視覚マスキング

とは，弱い視覚刺激（ターゲット刺

激）に対する知覚を，時間的・空間的

に隣接する強い視覚刺激（マスカー刺

激）が妨害する現象である．すなわち

筆者らは，図2のようにQuasi-MS現

象は鮮鋭画像がマスカー刺激として働

き，時間的に隣接するターゲット刺激

となるぼやけ画像の知覚を妨害し，結
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＊4 H.264 /AVC： ISO/IEC(Internat iona l
Electrotechnical Commission）の JTC 1
（Joint Technical Committee 1）のMPEGと
の合同チームであるJVT(Joint Video Team)
で規格化された動画像符号化方式の1つ．
MPEG-2などの約2倍の圧縮効率を実現し,

ワンセグ放送などで標準動画形式として採
用されている．

＊5 錯視：眼で見る対象の客観的特性とは一致
しない異なる特性が知覚される現象．

＊6 時空間周波数成分：動画像を構成するある
１画像の水平垂直方向（空間方向）の画素

値と各位置の画素のフレームごとの変化
（時間方向）を周波数領域で表現したもの．

時間 
映像品質 
≒ 

映像品質 
＞ 

①鮮鋭画像で構成される映像 

鮮鋭 鮮鋭 鮮鋭 
鮮鋭 

時間 

②ぼやけ画像で構成される映像 

Quasi-Motion Sharpening現象 

Motion Sharpening現象 

ぼやけ ぼやけ 
ぼやけ 

ぼやけ 

時間 

③鮮鋭画像とぼやけ画像が混在する映像 

鮮鋭 ぼやけ 
鮮鋭 

ぼやけ 

図1 動きに基づく鮮鋭化効果



果として映像の品質が保たれるため引

き起こされると考えた．

ところで，映像におけるマスキング

のメカニズムにはどのような映像の特

徴がかかわるのであろうか．筆者らは

以下の3つの特徴を考えた．

①「動き量」

MS現象と映像の動きの大きさとの

間には強いかかわりがある[2]．動き

量とはターゲット刺激とマスカー刺激

の間の変位量であり，本研究では初期

検討として画面全体の動きに注目した．

②「平均輝度」

画像の明るさを意味し，明るさに

よって画像の見えやすさが変わること

からも分かるとおり，視覚特性に強い

影響を与える特徴の1つである．

③「画像のパワースペクトル＊7」

視覚マスキングに強くかかわる特徴

の1つ．マスキングは，画像に含まれ

る各空間周波数におけるターゲット刺

激とマスカー刺激のパワーの大小関係

により決定され,その効果はマスカー

刺激のパワーに比例する[3]．

これらの3特徴の変化によるマスキ

ング効果で主観的な品質が保たれる条

件を3章にて明らかにする．

3. Quasi-MSモデルの
構築

3.1 主観評価実験
視覚特性の調査などによく利用さ

れ，正弦波格子＊8などの単純映像を用

いた主観評価実験を用い，3特徴の変

化とターゲット刺激のパワースペクト

ルや帯域幅などの空間周波数特性の変

化との定量的な関係を明らかにした

[4][5]．

得られた関係を以下に示す．

関係①：「動き量」が大きいほど,

ターゲット画像の帯域幅や

パワースペクトルを制限

し，ぼかすことができる．

関係②：「平均輝度」が低い場合,

ターゲット画像の空間周波

数特性は制限させづらい．

関係③：鮮鋭画像における各空間周

波数のパワー成分とター

ゲット画像の同じ空間周波

数のパワー成分変化量は比

例関係にある．

特に関係③は，パワー成分の変化量

がマスキング効果によるものと考える

ことで，2章で述べたマスキングの特

徴と一致し，マスキングの観点から

Quasi-MS現象のメカニズムを解明す

るという仮説の正当性を裏付ける結果

となった．

実験結果の一例を示す．図3は動き

量と，映像の主観的な品質が保たれる

ターゲット画像の帯域幅の関係であ

る．横軸は動き量（pix/frame），縦軸

はターゲット画像の空間周波数の帯域

幅（cpd（cycle per degree）＊9），各線は

平均輝度の違いを示す．図から「動き

量」によりターゲット画像の空間周波

数の帯域幅が制限され，帯域幅が制限

されるほど画像はぼやけて見えるが，

主観的な映像品質は失われないという

関係①がいえる．

また，低輝度（赤線）の場合には高

輝度（青線）より高い位置，つまり帯

域幅の制限ができないことを表してお

り，関係②が証明されている．
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＊7 パワースペクトル：信号の周波数成分ごと
の強度を表したもの．

＊8 正弦波格子：輝度が正弦波的に変化する画
像．

＊9 cpd：視角1°当りの平面に提示される波
模様の画像信号の周期．cpdが大きい画像
は，細かな縞模様として知覚される．
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図3 動き量と主観品質が保たれるターゲット画像の帯域幅との関係
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図2 マスキングによるメカニズムの解明　



3.2 Quasi-MSモデル
3.1節の実験結果からQuasi-MS現象

のモデルを構築する．Breitmeyerら

は，視覚特性が過渡系・持続系＊10と

呼ばれる2系で構成されると仮定した

[3]．この2系による構成を仮定するこ

とにより，ほぼすべてのマスキング現

象を定性的に説明できる[3]．この考

えに基づき，2.2節で述べた映像の3

つの特徴とその際のターゲット画像

の空間周波数特性を近似表現する

Quasi-MSモデルの構築を行った．

構築したモデルを以下の式に示す．

上式は映像の3つの特徴「動き量」，鮮

鋭画像の「平均輝度」，鮮鋭画像の

「空間周波数 fのパワー成分」に基づき

決定される5係数（α, β, γ, ω, τ）

により，映像としての主観的な品質を

保つのに必要なターゲット画像の空間

周波数 fのパワー成分PTHを算出する．

本モデルによる算出データと実験デ

ータとの相関係数は0.93以上であり，

非常に精度の高いモデルであることを

確認した[6]．

3.3 自然映像への応用
単純映像を用いた実験結果に基づき

構成したモデルが，一般の自然映像に

応用可能か検証した．モデルの適用方

法は，自然映像から3つの特徴を分析

し，定期的に任意の画像をマスカー刺

激と定め，3つの特徴を入力とする

Quasi-MSモデルに基づきターゲット

画像のパワースペクトルを制限する．

検証には大きな動きが含まれる自然映

像を利用し，オリジナル映像に対して

Quasi-MSモデルを適用した映像の品

質が保たれるかを主観評価実験にて確

認した．その結果，4つの自然映像中

3つの映像でモデルが適用可能である

と実証した．なお，適用すると映像の

品質が保たれないと知覚された映像に

は，画像の一部に静止した領域が含ま

れていて，画面全体の動きに基づくモ

デルの適用が適さなかったものと考え

られる．

アメリカンフットボールの映像の１

シーンに対してモデルを適用した際の

画質の様子を写真2に示す．写真2（a）

がオリジナル画像，写真2（b）がモデ

ル適用後の画像である．写真2から静

止時には，背番号などの画像のぼやけ

が知覚されるが，映像として見た際に

は鮮鋭な映像として楽しむことができ

ることが分かる．

4. 本モデルの応用効果
Quasi-MSモデルを動画像符号化技

術に応用すると，ターゲット画像のパ

ワースペクトルが制限され，主観品質

を保ちながら動画像の情報量の削減が

可能になる．ここではi-motionの仕様

を想定した符号化環境で，MPEGが定

めた標準画像＊11の符号化結果を以下

に述べる．

アメリカンフットボール，カヌー，

ラグビー，F1の4種類のオリジナル映

像をH.264で符号化した場合とQuasi-

MSモデル利用して符号化を行った場

合とを比較した．映像の専門家が見て

も主観的には同程度の品質で表2のよ

うな符号化効率の向上が可能であっ

た．表2に示すように，従来情報量削

減が困難であった大きな動きが含まれ

る映像に対し，23～33％もの符号化
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＊10 過渡系・持続系：過渡系は時間的に短いあ
るいは時間的な刺激の大きな変化に対して
は感度が高く，逆に画像の概略を表す刺激
に対して感度が低い特性を示す系であり，
一方，持続系は時間的に変化の少ない刺激
および画像の細部を表す刺激に対しては感

度が高い特性を示す系である． ＊11 標準画像：標準化団体が定める標準技術へ
の提案手法の評価に利用する共通の画像群．
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符号化効率向上率（％） Quasi-MS（kbit/s） H.264（kbit/s） 

カヌー 

ラグビー 

F1 

アメリカンフットボール 664.2 532.9 27.00

707.2 510.6 28.05

713.9 548.8 23.71

658.5 451.6 33.99

表2 符号量比較

（a）オリジナル画像 （b）モデル処理画像 

写真2 Quasi-MSモデルの適用による画質変化



効率向上が可能である．また従来と同

じ情報量であれば，提案手法により映

像の品質向上が可能となる．

5. 今後の課題
今後のモデルに関する課題は，本モ

デルで注目していない映像の特徴によ

る影響，例えば映像の画面内の部分的

な動きやフレームごとの輝度変化によ

る影響などを考慮する必要があるだろ

う．また，本実験はモバイル環境下で

の利用を想定して実験を行ったが，人

間の視覚特性は画面の大きさや観視距

離などの環境によって変化するため，

その影響も検証する必要がある．ま

た，本モデルの動画像符号化以外への

応用方法も合わせて検討していく．

6. あとがき
本稿では，動画像の品質改善を目的

とした動きに基づく視覚特性の応用と

してQuasi -MS現象について述べ，こ

の錯視のメカニズムに対する解明とモ

デル構築について説明した．さらに動

画像符号化技術に応用することで，従

来技術では難しい，動きの大きな映像

に対する符号化効率向上および画質改

善の可能性を示した．今後は，ほかの

信号処理技術などの符号化技術との統

合を進め，Quasi -MS現象の特徴をよ

り一層効果的に利用することができる

符号化技術の開発を進めたい．
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