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†　現在，三菱電機株式会社 インフォメーシ
ョンシステム事業推進本部

＊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．3GPP
（3rd Generation Partnership Project）規
格上の下り伝送速度は，最大約14Mbit/s
である．移動端末の電波受信状況に応じ
て，変調方式と符号化率を最適化する．

＊2 VGA：表示される画像の画素数が640×
480dotであること．
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1. まえがき
近年，通信のブロードバンド化が

進み，動画共有サイトやビデオ・オ

ン・デマンド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，移動端末の高性能化，

HSDPA（High Speed Downlink Pack-

et Access）＊1の高速通信，パケット

定額制の浸透により，映像サービス

やワンセグ放送など，移動端末で気

軽に映像を楽しめる環境が整いつつ

ある．

2008年5月の調査[1]によれば，移

動端末で動画を見る頻度や時間が1

年前よりも増加し，特に動画共有サ

イトの閲覧が増加していて，移動端

末で映像を楽しむことが一般的にな

りつつあるといえる．

また他の調査[2]によると，ユー

ザは動画共有サイトに対して，「画

質」や「画面サイズ」など，より高

品質で画面サイズの大きな映像視聴

に対する要望が大きい（表1）．こう

した要望は，ワンセグ放送に対して

も同様である（表2）[3]．

映像の見やすさにかかわる移動端

末機能の1つとして，高解像度ディ

スプレイの搭載が挙げられる．

FOMA 905i以降のハイスペックシ

リーズでは，VGA（Video Graphics

Array）＊2以上の表示解像度をもつデ

ィスプレイが標準搭載となり，サイ

ズの大きな画像の表示が可能となっ

た．さらに，各メーカが独自に大型

液晶テレビなどで培った高画質技術

を移動端末にも搭載し，移動端末上

での映像表示はより高精細なものと

なった．

一方で，現状の映像サービスの品

質は十分に高いとはいえない．動画

共有サイトで視聴可能な映像の品質

も高いとはいえず，また画像サイズ

にかかわる映像の解像度も，現在の

映像サービスの主流解像度は移動端

末の表示可能解像度に比べて低く，

約1/4程度にとどまっている．

そのため，低解像度の映像でも移

動端末の高解像度ディスプレイ性能

を活かし，画像サイズが大きく見や

すい映像を提供する技術を開発する

必要がある．

そこで筆者らは，ユーザがより高

品質で高精細な映像を楽しむことが

できるように，ドコモUSA研究所，

移動機開発部，株式会社モルフォと

連携して低解像度の映像を高画質な

映像（画像）に拡大する技術の開発

に取り組んだ．

本稿では，映像の見やすさの観点

から映像の高解像度化に注目し，映

像サービスの現状と課題を整理す

る．そして，映像を高解像度化する

映像拡大技術 ノイズ除去 映像サービス品質向上

高鮮鋭・高品質な映像拡大技術の開発

携帯端末には，より高品質で見やすい映像の視聴が求め

られている．動画共有サイトで閲覧可能な符号化歪みの多

い映像でも，より高品質な映像視聴を可能にするために，

高画質に映像（画像）を拡大する技術を開発した．
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画質 

画面サイズ 

回線速度 

 55.4 

 37.8 

 38.2

期待する改善点 回答（%） 

表1 動画共有サイトへ期待する点

映像がきれい 

受信感度が良い 

画面が大きい 

 46.6  

 40.8 

 34.1

重視する点 回答（%） 

表2 ワンセグ放送視聴において重視する点

携帯端末には，より高品質で見やすい映像の視聴が求められている．動画共有サイトで閲覧可能な符号化歪みの多い映像でも，より高品質な映像視聴を可能にするために，高画質に映像（画像）を拡大する技術を開発した．
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＊3 YouTube�：Google,Inc.の登録商標．
＊4 ニコニコ動画�：㈱ドワンゴの登録商標．
＊5 MPEG-4 Visual：ISO（International

Organization 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であ
るMPEG-4規格の一部で，動画像符号化
の方式を定める部分．

＊6 H.264/AVC：ISO/IEC（International

Electrotechnical Commission）のJTC1
（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．

＊7 Flash�：Adobe Systems Inc．の米国お
よびその他の国における商標または登録

商標．
＊8 Sorenson Spark：Adobe社がFLV形式

の映像コーデックとして採用している方
式の1つ．

＊9 On2 VP6：Flash Player 8から採用され
たOn2 Technologies Inc. 独自開発のコー
デック．
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高鮮鋭・高品質な映像拡大技術の開発

映像拡大技術の従来手法の特徴や課

題と，その課題を解決することがで

きる開発技術の概要と技術概念およ

びその性能について解説する．

2．映像サービスの現状
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は必須

である．また，YouTube�＊3やニコ

ニコ動画�＊4に代表される動画共有

サイトで視聴可能な映像も，サーバ

運用の観点で効率よく映像を圧縮す

る必要がある．

映像の圧縮には，TV電話・iモー

ションではMPEG-4 Visual（Mov-

ing Picture Experts Group phase

4 Visual）＊5，ワンセグではH.264/AVC

（Advanced Video Coding）＊6などの技

術が利用され，動画共有サイトの映

像の多くは，FLV（Flash�＊7 Video）

形式の映像コーデックであるSoren-

son Spark＊8やOn2 VP6＊9などの圧縮

技術が利用される．このような圧縮

技術は，映像を少ない情報量に抑え

ることができるため，伝送帯域の有

効活用やサーバ容量軽減の観点で有

効な手段といえる．

一方で圧縮技術を利用すると，映

像の本来あるべき情報の一部が失わ

れ，映像内にはブロック歪み＊10，輪

郭付近の映像のちらつき（モスキー

ト歪み）やぼやけなどの符号化歪み

と呼ばれるさまざまな歪みが現れる．

符号化歪みの例を図1に示す．符

号化後の画像は画面全体がぼやけ，

多くのブロック歪みやモスキート歪

みが確認できる．特に動画共有サイ

トで視聴可能な映像には，このよう

な歪みが非常に多く含まれ，高品質

な映像とはいえない場合が数多く存

在する．

また，現状の映像サービスの主流

解像度は，帯域制限やサーバ管理

などサービス運用の観点から，VGA

以下にとどまっている．ワンセグや

iモーションでは320×240pix である

QVGA（Quarter Video Graphics

Array），TV電話では176×144pix で

あるQCIF（Quarter Common Inter-

mediate Format）を採用している．

動画共有サイトで視聴可能な映像は

QVGA程度が一般的となっており，

移動端末に搭載されるディスプレイ

の表示可能な解像度に比べて低く，

映像自体の画像サイズが小さい．

そのため，そのままディスプレイ

に表示すると画像サイズが小さく表

示されたり，全画面表示機能を利用

した際も，現状では簡単な拡大処理

であるため映像がぼやけてしまった

りするなど，高品質で画像サイズが

大きな映像を十分に楽しめるとはい

えない．

このようなことから，現状の映像

サービスは，符号化歪みによる映像

品質の低下・低解像度という点で課

題があり，移動端末の高解像度ディ

スプレイ性能に合った高品質で見や

すい映像を提供する技術を開発する

必要がある．

3．移動端末での映像の
高解像度化

映像サービスの品質・解像度を向

上させるためには，伝送帯域向上や

システム変更，コンテンツの用意な

どの改善を必要とするため，すぐに

実施することは難しい．

そこで，より高品質で画像サイズ

の大きな映像を視聴することができ

るように，移動端末側で映像を高品

質に拡大表示する技術を開発した．

受信した映像を移動端末上でディ

スプレイの性能に合わせて高画質に

拡大（高解像度化）することができ

れば，さまざまな制限により画質・

解像度が低い映像でも，高品質で見

やすい映像として視聴することがで

符号化 

図1 符号化歪みの例
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＊10 ブロック歪み：画面の切替りや動きの大き
なシーンなどで特に見られる，モザイクのよ
うにブロック状の境界が見えてしまう歪み．

＊11 ニアレストネイバー法：画素位置がもっ
とも近い画素値を補間画素として複製し
利用する画素補間手法の1つ．

＊12 バイキュービック法：周辺16画素を用い
た多項式演算により補間画素を生成する
画素補間手法の1つ．
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きるようになる（図2）．また，移動

端末に取得した映像コンテンツを外

部の大型ディスプレイなどに出力す

るような応用も可能となる．

3.1 従来の映像拡大技術
従来の映像を拡大する技術には，

画素補間技術や超解像度技術などが

存在する（図3）．

画素補間技術とは，映像を拡大す

る際に，図3に示す三角印のように

本来存在しない画素値を，周辺の画

素値を利用して補間する技術であ

る．画素補間技術には代表的なもの

としてバイリニア法，ニアレストネ

イバー法＊11，バイキュービック法＊12

などの技術が存在する．

例えばバイリニア法の場合（図3

（a）），隣接する画素の線形補間によ

り，画素と画素の間を補間する．一

般に画素補間技術は，演算量が少な

く高速な処理が可能であるが，画素

値が滑らかに変化するように画素値

を補間するため，鮮鋭度向上に弱

く，拡大された画像がぼやけてしま

うという課題が存在する．

一方，映像をより鮮鋭に拡大する

技術として，超解像度技術[4][5]と

呼ばれる技術が存在する．超解像度

技術は，一般的に高度な演算を用い

て，映像を構成する複数の画像から

本来存在しない画素値を生成し，非

常に鮮明な拡大映像を生成する（図

3（b））．

しかし，移動端末のような演算能

力の限られた機器で，高度な演算処

理を行うことは難しい．また，これ

らの従来技術では，映像を拡大する

受信した映像をきれいに拡大表示 

全画面表示 

低解像度の映像の伝送 

例：ワンセグ 

（QVGA 320×240pix） 

大画面 
ディスプレイ 
での表示 

きれいかつ鮮鋭な全画面表示 

VGA映像 
（640×480pix） 

QVGA映像 
（320×240pix） 

従来 

外部表示デバイスへ 

図2 映像サービスの将来像

低解像度映像 

4倍 

… 
… 

… 
… 

高解像度映像 

低解像度映像に含まれる画素 

（a） 画素補間技術（バイリニア法） 

線形補間により補間画素を生成 
P１＝（p１＋p２）/２ 
P２＝（p１＋p３）/２ 

映像を構成する他の画像の画素 
を利用して補間画素を生成 

p1

p2

p1

P1

P2

P1

P2

p3

p2

p3

その他の画像群 

（b） 超解像度技術 

拡大時に補間する画素 

図3 従来の高解像度化技術例
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＊13 エイリアシングノイズ：画像に含まれる
線や輪郭のキザツキや画像のむら．
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高鮮鋭・高品質な映像拡大技術の開発

過程で符号化歪みが強調されたり，

映像サイズが小さい時には意識され

なかったような歪みが，拡大されて

目立つようになったりするなど，拡

大映像が高品質に見えない場合が存

在する．

3.2 映像拡大技術の
独自技術

映像に含まれる符号化歪みを軽減

でき，画素補間によって発生するエ

イリアシングノイズ＊13やぼやけを

抑えることで，高鮮鋭で高品質に映

像を拡大する技術を開発した．本技

術は，1枚の画像で高鮮鋭化処理を

行うことが可能であるため，複数枚

の画像を利用する超解像度技術と比

較して，低演算量での処理が可能と

なる[6][7]．

3.3 独自技術の概要
本技術は，「歪み軽減」，「画素補

間」，「画像鮮鋭化」の処理を組み合

わせて，高画質な拡大映像を生成す

る（図4）．

本技術には，2つのプロファイル

が存在する．主に動画共有サイトに

投稿されるような，歪みの多い映像

の高画質化を目的とした低演算プロ

ファイルと，技術性能を最大限に発

揮し，より高鮮鋭な映像を生成する

フルプロファイルである．低演算プ

ロファイルでは，移動端末上のソフ

トウェアでワンセグ放送をリアルタ

イム処理することが可能である．

3つの処理のうち，ドコモ独自技

術である歪み軽減処理と画像鮮鋭化

処理は，両方ともOver complete

transformと呼ばれる手法に基づく

処理を行っている．

3.4 Over complete transform
Over complete transformは，画像

を構成する画素値が局所的に似てい

る性質（類似性）を利用した技術で

ある（図5）．図5（a）の赤枠の部位を

拡大すると，図5（b）のようにA（茶

色）とB（肌色）と輪郭を示す画素

領域が含まれることが分かる．ある

画素P（図中「×」）は本来領域Bに

属する他の画素と近い値で構成され

るが，図5（a）右図緑枠の部位のよう

に符号化歪みが加わると，画素Pが

領域Bに属する他の画素と大きく異

なる値になることがある．

そこで，さまざまな小領域を考え

て局所的類似性が高い部位を特定

A

B

A

B

A

B

（a） 符号化前と符号化後の画像の様子 

（b） 赤枠画素領域部の拡大図 

画素P

（d） 画素の類似性が高い小領域 （c） 画素の類似性が低い小領域 

小領域 

符号化 

図5 画素の局所的類似性

歪み軽減 
処理 

フルプロファイル 

低演算プロファイル 

映像拡大機構（概略） 

画素補間 
処理 

画像鮮鋭化 
処理 

拡大 
映像 

拡大前 
映像 

図4 開発技術の構成
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し，画素Pと類似性の高い小領域内

の値に画素Pの値を近づけること

で，歪みの軽減を行う．

例えば，図5（b）について図5（c）と

図5（d）のような画素Pを含む異なる

小領域を考える．図5（c）の青枠の小

領域には画素値の大きく異なる領域

AとBの画素が含まれるため，小領

域内の画素どうしは類似性が高いと

はいえない．一方，図5（d）の場合，

小領域内の画素どうしは，同じ領域

Bに属する画素で構成されるため類

似性が高いといえる．

このとき類似性は，周波数変換時

の変換係数の様子で判断する（図6）．

図6において，横軸は空間周波数，

縦軸は各変換係数の大きさを示す．

図5（d）のように画素の類似性が高い

場合，その領域を周波数変換する

と，大きな値をもつ変換係数の数

は図6（a）のように少なく，変換係数

X（k）で表現される．

この小領域に歪みが含まれると，

図6（b）のようにX（k）は歪みによる

影響により小さな変換係数を含む

c（k）（＝X（k）＋noise）となる．そこで，

図6（c）のようにc（k）のうち値の小さ

な変換係数を除去することで，歪み

が軽減され符号化歪のない X（k）

に近いc’（k）（≒X（k））が得られ，c（k）

の類似性を高めることになる．

このように，画素の類似性を高め

る周波数領域での処理を，各画素に

つき複数の小領域で行い，画素の類

似性の高さに合わせて処理結果に重

み付け加算をする．

この処理により，拡大前画像に含

まれる符号化歪み，画素補間後の拡

大画像に含まれる画素補間に伴うエ

イリアシングノイズや信号の広がり

が軽減される．

そのため，本技術で拡大された映

像は，主観的に歪みが軽減され，輪

郭のはっきりした映像として見える

ようになる．

3.5 独自技術の性能
従来技術と独自技術による拡大映

像の画質の差を図7と図8に示す．

両図とも,（a）は拡大前画像，（b）は

従来技術としてのバイリニア法によ

る拡大画像，（c）は独自技術を用い

て縦横2倍に拡大した画像である．

両図から従来技術では，符号化歪み

が画像拡大されることで見えやすく

なり，高品質に見えないことが確認

できる．このような歪みは，映像と

して見る場合にはちらつきとして知

覚され，映像品質の低下を招く．

一方，独自技術では人の周りや文

字周辺の歪みが軽減され，かつ本来

画像に存在する輪郭線などがはっき

りとしており，よりメリハリの利い

た映像として視聴することができる．

4．あとがき
本稿では，映像サービスの現状と

その課題を解説し，移動端末のディ

スプレイ性能を活かした，より高品

質で画像サイズの大きな映像提供を

目的とした映像拡大技術の概要と，

その利用技術および性能を解説し

た．本技術では，符号化歪みやぼや

けを軽減するメカニズムを組み込む

ことにより，動画共有サイトに投稿

される映像のようにあまり画質が高

くない低解像度の映像でも，より鮮

鋭で高品質に映像を拡大することが
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（a） 拡大前画像 （b） バイリニア法による拡大画像 （c） 独自技術による拡大画像 

図7 独自技術と従来技術との画質の差異1

（a） 拡大前画像 （b） バイリニア法による拡大画像 （c） 独自技術による拡大画像 

図8 独自技術と従来技術との画質の差異2

できる．現在，独自技術の2009年冬

以降に販売する移動端末への搭載に

向け，各社メーカやベンダにて搭載

検討を実施している．

今後の課題として，ベンダなどと

の協力体制の構築や，フルプロファ

イルも含め，本技術の商用展開に向

けた各種アプリケーション（映像資

産の有効活用やDVDプレーヤー，

メディアプレーヤーでの高画質拡大

表示など）での映像の拡大性能検証

や改善などを進めていく．
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