
1.まえがき

次世代移動通信（IMT －2000 ：
International Mobile Telecommuni-
cations－2000）のマルチメディアサー
ビスにおいては，ビデオフォン，映像
配信をはじめとする色々な場面で，映
像符号化方式MPEG（Moving Picture
Experts Group）－4が使用される．
MPEG－4は，これまでの映像符号化技
術の集大成であるとも位置付けられ
る．
本稿では，その要素技術ならびに

MPEG－4映像符号化方式に到るまで
の各種映像符号化方式の特徴を解説す
る．

2.映像符号化要素技術

通常の映像信号は，そのままでは約
100Mbit/sもの大量の情報となる．そ
こで，映像の性質を巧みに利用する，
高能率な映像符号化方式が各種考案
されてきた．これらに共通的な要素
技術として，動き補償フレーム間予
測，離散コサイン変換（DCT：Discrete
Cosine Transform），可変長符号化が挙
げられる[1]～[3]．
∏　動き補償フレーム間予測
動き補償フレーム間予測とは，映像
の1枚1枚を符号化するのではなく，
前後の画面を参照して特定の部分が，

どの方向にどれだけ動いたかの移動量
で指し示す手法である（図1）．動く方
向・大きさ（動きベクトル）は，画面
中の部分部分で異なる．そこで，画面
を16× 16画素程度に小さく分割し
（これをマクロブロックと呼ぶ），それ
ぞれについて動きベクトルを求める．
さらに，マクロブロックを移動させた
場所での前画面との差異を予測誤差と
呼び，これに対し，π項の離散コサイ
ン変換を施す．

π　離散コサイン変換
映像の一枚一枚の画面は，単純な映
像成分（低周波数成分）からより複雑
な映像成分（高周波数成分）までの，
重み付の足し算で表現される（図2）．
そのうち，低周波数成分に情報が集
中し，視覚的にも重要な役割を果たす
ことが知られている．DCTは，重要な

周波数成分のみを最終的に取り出して
情報圧縮することをねらいとするもの
で，映像の空間周波数領域への変換を
効果的に行うことができるため，広く
採用されている．
実際には，画面を8×8画素程度の

ブロックに分割し，それぞれのブロッ
クに対しDCT処理を行う．図2中のai
はDCT係数と呼ばれ，この係数をさ
らに量子化，量子化代表値への丸め処
理をして，∫項の可変長符号化を施
す．
∫　可変長符号化
入力信号値の偏りを利用して，多く
発生する信号値に短い符号を割り当
て，そうでないものに長い符号を割り
当てて，情報圧縮するのが可変長符号
化である．
DCTの項で述べたとおり高周波数
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図1 動き補償フレーム間予測の着目点
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IMT－2000のマルチメディア通信サービスの中核の一つであるMPEG－4映像符号化方
式について，その要素技術，ベースとなった従来の映像符号化方式H.261，MPEG－1，
MPEG－2，H.263との関連，特徴を解説した．
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成分の係数は，量子化代表値への丸め
処理によりゼロのものが多くなる．そ
こで，「これ以降の全部の値はゼロ
（EOB：End of Block）」とか「値ゼロ
が何個続いた後に値L」という場合が
多く発生する．さらに，ゼロの個数
（ゼロラン）とLの値（レベル）の組合
せについても考慮し，より多く発生す
る組合せに短い符号を割り付けること
で情報圧縮できる．以上は，2つの組
合せに符号を一つ割り当てる手法につ
いて述べた．この手法は一般に2次元
可変長符号化と呼ばれている．

3.映像符号化各方式の
位置付け

国際標準化された映像符号化方式と
して，H.261，MPEG－1/2，H.263，
MPEG－4が挙げられる．それぞれの適
応領域を図3に示す．各方式におい
て，前述の要素技術がどのように使用
され，圧縮効率を向上させているか，
また，それぞれの機能の差異はどこに
あるかを述べる．

∏　H.261映像符号化
ISDN（Integrated Services Digital

Network）用テレビ電話・会議での通
信を対象とした，実質的に最初の国際
標準映像符号化方式であり，1990年国
際電気通信連合・電気通信標準化部門
（ITU－T：International Telecommuni-
cation Union－ Telecommunication
Standardization Sector）にて標準化さ
れた[4]．H.261は，前節で示したすべ
ての要素技術を使用している．すなわ
ち次のとおりである．
・16×16画素のマクロブロックに
対して画素単位での動きベクトル
を予測し，動き補償フレーム間予
測を行う
・前画面との予測誤差に対し，8×
8画素のDCTを施す．なお，予測
誤差が一定量以上となる，動きの
激しい領域については，適応的に
動き補償フレーム間予測せず，フ
レーム内での8×8画素のDCTを
施すことで符号化効率を向上させ
る
・フレーム間動き補償で得られた動
きベクトルと，DCT処理結果をそ
れぞれ可変長符号化する．なお，
DCT処理結果に施す可変長符号
化には，2次元のものを使用する
H.261は，現行テレビカメラ・モニ

タの利用を前提としている．しかしな
がら，テレビ信号形式（フレーム枚
数，走査線数）は，地域ごとに異なっ
ており，国際通信に対応可能とするた
め，中間的な共通フォーマットに変換
してこれを符号化することが考案され
た．
このフォーマットをCIF（Common

Intermediate Format）と呼び，「352
（水平）×288（垂直）画素，最大30フ
レーム／秒，ノンインタレース」で定
義された．CIFの 1/4の面積をもつ
QCIF（Quarter CIF）も同時に定義さ
れ，以降の映像符号化でも利用されて
いる．
π MPEG－1/MPEG－2映像符号化
MPEG－1は，CD－ROMで代表される
蓄積メディアでの利用を対象として，
1993年国際標準化機構（ISO：Inter-
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図2 画面の周波数成分への分解概念
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national Organization for Standardization）
/国際電気標準会議（IEC：International
Electrotechnical Commission）にて標準
化された[5]．1.5Mbit/s程度のデータ
量をターゲットとする映像符号化方式
である．蓄積メディア用の符号化であ
るため，符号化処理の実時間性は
H.261と比べ要求条件が緩和され，新
技術が採用される余地が増えるととも
に，映像のランダムサーチ機能が新機
能として要求される．そこで，基本的
にはH.261と同じ要素技術を使用しつ
つ，以下の機能が追加されている．
・定期的に一画面全部をフレーム内
符号化して，ランダムアクセス再
生を可能とする
・H.261では過去の画面から，動き
ベクトルを予測して動き補償フレ
ーム間予測をしているが（これを
順方向予測と呼ぶ），これに加え
て，蓄積メディアの利点を利用し
て未来の画面からの予測（逆方向
予測）もできるようにした．さら
に，順方向予測，逆方向予測，順
方向予測と逆方向予測の平均の3
とおりを求め，最も予測誤差が小
さいものを使用して，圧縮率を向
上する．
・H.261では，1画素単位で動きベ
クトルを予測しているが，これを
0.5画素単位の予測とする．その
ために，隣接する画素と画素の間
に，値が平均となる補完画素を加
えた画面を作成し，これに対して
フレーム間動き予測を行い，圧縮
率を向上する

これらの機能追加により，パソコン
用のビデオ符号化・プレーヤとして一
般に使用されている．
MPEG－2は，通信，放送，蓄積用途
の要求条件を考慮した汎用映像符号化
であり，1996年にISO/IECにて標準化
され，ITU－T H.262との共通テキスト
となっている[6]．ディジタルテレビ放
送，HDTV（High Definition Television），
DVDでの3～20Mbit/sの映像符号化
に使用されている．MPEG－1の技術要

素を反映し，さらに次の機能追加を行
っている．
・現行のTV信号で使用されている
インタレース画像の効率的な符号
化の追加

・符号化データの一部を取り出すだ
けで必要に応じて，画面サイズや
画質を調整できる機能（それぞ
れ，空間スケーラビリティ，信号
対雑音比（SNR：Signal to Noise
Ratio）スケーラビリティと呼ぶ）
の追加
さまざまな用途を想定した機能追

加により，特に符号化データの互換
性を考慮する必要が生じる．そこで
MPEG－2では，機能の違い，処理の複
雑さを分類した，プロファイルとレベ
ルという概念を新たに導入して問題を
解決している．MPEG－4でも同じ概念
が使用されている．

∫　H.263映像符号化
アナログ電話網でのテレビ電話を対
象とした超低レート映像符号化方式で
あり，1996年ITU－Tにて標準化され
た[7]．28.8kbit/sのモデム利用を想定
し，H.261に対してMPEG－1で開発さ
れた新技術の一部も盛り込んだ位置付
けを有する．0.5画素単位でのフレー
ム間動き補償予測が基本機能（ベース
ライン）として必須となっている．可
変長符号化を，従来の（ラン，レベ
ル）の2次元から，EOBも含めた3次
元に拡張し，符号化効率を向上させる
ものが考案され，同様にベースライン
となっている．さらにオプションとし
て，8×8のブロック単位での動き補
償フレーム間予測や，画像のブロック
状の歪みを緩和する処理などが新規に
加わっている．
これらの機能追加により，H.263は

ISDNテレビ電話・会議でも一部の機
器で使用されるようになってきてい
る．

4.MPEG－4映像符号化

MPEG－4映像符号化は，ITU －T

H.263映像符号化をベースにさまざま
な改良を施し，誤り耐性を向上させた
ものである．H.263のベースラインと
は互換性を有する．
MPEG－2映像符号化は，計算機上で
の映像ハンドリング，ディジタル放
送，高速通信などを主に志向する方式
であった．MPEG－4映像符号化では，
これらに加え，通信分野，特に移動通
信への適用も強く意識して標準化が進
められた．
その結果，極めて汎用的な映像符号
化方式として1999年ISO/IEC標準と
して成立した[8]．それゆえ，IMT－
2000におけるテレビ電話での利用のみ
ならず，ビデオメール・配信も含めた
映像利用マルチメディアサービスのキ
ー技術と位置付けられる（図4）．
∏　プロファイルとレベル
相互通信性も含めた符号化データの
相互利用を確保するため，MPEG－2と
同じ思想で，プロファイルで機能を，
レベルで処理量を類別する．プロファ
イルとしては，Simple，Core，Main，
Simple Scalableなどが定義されており，
そのうちSimpleプロファイルが共通機
能である．H.263でオプションとされ
た8×8画素の動き補償フレーム間予
測はSimpleプロファイルとして位置付
けられている．
また，Simpleプロファイルでは，レ
ベル1はQCIF画像，レベル2ではCIF
画像を，それぞれ対象としている．
さらに，Core，Mainプロファイル

では，映像中の任意の領域を“オブジ
ェクト”と定義し，その画質を良くし
たり，他の符号化データに組み込むこ
とも可能としている．CG画像との合
成などにより，高度なプロファイルも
MPEG－4では提供されている．

π　IMT－2000での規格
本誌別稿「オーディオビジュアル端
末技術」で詳しく述べるIMT－2000の
ビジュアルフォン規格3G－324Mでは，
映像符号化方式としてH.263ベースラ
インを必須とし，MPEG－4のSimple
プロファイル，レベル1を推奨してい
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る．Simpleプロファイルは，以下の誤
り耐性ツールを含んでいる．
A 再同期…可変長符号化される符
号化データに再同期コードを挿入
して，画面上の適切な位置で区切
り，伝送誤りを局在化する．挿入
する再同期コードに続いて，符号
化パラメータを指定するヘッダ情
報が記入されるため，速やかに符
号化誤りの状態から回復できる．
再同期コードの挿入間隔は，ヘッ
ダ情報のオーバヘッドと，撮影対
象物および伝送路特性とを勘案し
て最適化ができる．

B データ分割…符号化データ中の
データ種別が異なる境界に同期コ

ードを挿入し，誤り隠蔽を可能と
するものである．例えば，動きベ
クトル，DCT係数の間に同期コー
ドを挿入することで，DTC係数に
ビット誤りが混入しても，動きベ
クトルは正しく伝達されて，より
自然な誤り隠蔽が可能となる．

C 双方向復号可能可変長符号…図
5に示すように，逆方向からも復
号可能な可変長符号である．DCT
係数に適用する．これにより，ビ
ット誤りが混入したマクロブロッ
ク以外はすべて復号可能となる．

D 適応イントラリフレッシュ…動
き領域に対し頻繁にフレーム内符
号化を実施して，誤り伝播を防止

するものである．
以上述べたように，MPEG－4 Simple
プロファイルレベル1を使用すること
で，移動通信に適した非常に簡単な符
復号化器が構成できる．

5.あとがき

「百聞は一見にしかず」のことわざ
は，映像利用マルチメディアサービス
の広がる可能性を一言でいい表し，そ
の反面，映像の情報量の膨大さを示し
ている．映像符号化技術の発展が
MPEG－4映像符号化として結実し，広
帯域符号分割多元接続方式（W －
CDMA： Wideband Code Division
Multiple Access）無線アクセス技術開
発もあいまって，2001年には，無線で
の映像利用マルチメディア通信サービ
スが開始されるに至った．今後さらに
符号化器ハードの高性能化，低消費電
力化が推進されていくことだろう．
本稿では，映像符号化の3つの要素

技術を解説し，各映像符号化方式にお
いてこれらがいかに利用され，どのよ
うに機能拡張し，情報圧縮率の向上を
果たし，MPEG－4標準に反映されてい
るかを述べた．翻ると，先に述べた3
要素技術に集約できているともいえる
が，学会レベルでは注目に値する新要
素技術へのチャレンジも継続的に行わ
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図4 MPEG－4のスコープ
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れており，さらなる発展が期待される．
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