
第3章

動き補正テレビ方式変換の改善

3.1 ま え が き

現在,世 界 には,ラ イン数や フィール ド数,色 信号 変調方式 の異 なるTV方 式が大 き く分 け

て3種 類存在 し(表3.1),番 組の国際交換の ためにはこれらの方式の変換 が必要である.特 に,

フィー ル ド数の変換は時間軸 上での処理 となるため,画 像中の動 きの再現性 が問題 となる.従

来 より国際TV中 継 においては,こ の方式変換 に よる画質劣化 は伝送系全体 における画質 に大

きな影響 を与えてい る.一 方,近 年,MPEG-2の 標準化 によ り,テ レビジ ョンの伝送や放送 の

表3.1:TV方 式

ディジタル化が普及 して きた.全 ディジタル化の達成によ り,従 来のアナ ログコンポジッ ト信号

の介在 に起因する画質劣化 をな くすことがで き,高 画質化が可能である.し か しなが ら,た とえ

MPEG-2な どのコンポーネ ン ト符号化 による伝送の全デ ィジタル化の もとで も,PAL/SECAM

方式 とNTSC方 式の間では依然 としてフィール ド数 とライン数の変換が必 要である.む しろ,

伝送 ・放送の高画質化 により,方 式変換はますます画質決定の主要因 とな り,変 換画質の改善が

よ り一層 重要 になって きている.

TV方 式変換装置は,初 期 の再撮像式や,水 晶遅延線 を用いたアナログ式の ものにはじまり,

全デ ィジタル処理化[1]を 経 て,近 年 はフィール ド数の変換 を高画質で行 うことを目的 として,

画像 中の動 きを推定 して フィール ド内挿 を行 う動 き補正TV方 式変換装置 が開発 され るように

なっている[2,3].

フィール ド内挿 においては,動 き補償予測符号化 と異な り予測誤差 を伝送で きないため,使 用

す る動 き情報(動 ベ ク トル)は 真の動 きを表 した ものである必 要が ある.し か しなが ら,こ れを

実際 に伝送 されるあ らゆるTV番 組について完壁 に達成するのは難 しく,従 来,番 組 によっては

動 きの誤推定の結果,変 換劣化が非常に目立つ場合がある.

そこで,本 章では,国 際TV伝 送の高画質化のため,我 々が新たに開発 した動 き補正TV方 式

変換法 とその装置化 について述べ る.本 装置は,動 き推定参照画像の前処理法,高 精度な動 き推

定法,検 出動ベ ク トルの後処理法 に特長 を有する.以 下,3.2で 動 き補正TV方 式変換 の一般 的



図3.1:動 き補正TV方 式変換 における フィール ド数/ラ イン数変換

構成 と従来の問題点 を述べ,3.3で 新 たに導入 した方式変換 に適 した動 き推定法 につ いて,そ の

要素技術を詳述す る.3.4で はその動 き推定法 を用いて開発 したTV方 式変換装置の構成 とその

変換特性 を示す.

3.2 動 き補正TV方 式変換

3.2.1 一般的構成

動 き補正TV方 式変換では,図3.1(a)に 示 したように,フ ィール ド数 の変換 を行 う際に,入 力

画の フィール ドを用いて内挿 により出力画の フィール ドを作成する.こ の とき同時に図3.1(b)に

示 したライン数の変換 も行 う.

動 き補正TV方 式変換の一般 的な構成を図3.2に 示す.こ れは,大 き く分 けてライ ン/フ ィー

ル ド周波数変換部 と動 き推定部か らなる.入 力画像は,前 フ ィール ド用 メモリー と後 フ ィール ド

用 メモ リーに蓄え られる.こ れ らの メモ リーか らの読 出 しア ドレス と内挿 フィルタ係数 を,動 き

推定部か らの信号(動 ベ ク トル)に より制御す ることで,動 き補正 フィール ド内挿 を実現す る.

3.2.2 従来の問題点

動 き補正TV方 式変換 では,フ ィール ド内挿 に使用す る動ベ ク トルを得るため,真 の動 きを推

定す る必要がある.と ころが,従 来,次 の ような画像で誤推定が多 く発生 し,画 質劣化 となって

いた.

(1) 明るさの変化する画像

画像中の急激な明るさ変化(カ メラフラッシュが焚かれる場合や,フ ェー ドイ ン/ア ウ ト

などの特殊効果が入っている場合 など)に よ り,動 き推定が破綻 し,誤 動ベ ク トルの発生に

よ り変換画質が大 きく劣化する.こ れは,動 き推定の参照画像 として画像の輝度値 を使用 し

ていることに起因す る.

特 にカメラフラッシュは,ニ ュース映像な どでは頻繁 に現れるので,大 きな問題 である.

(2) 規則的繰 り返 し模様 を含 む画像

画像中に,格 子模様 な どの規則的繰 り返 し模様が存在するとき,内 挿 に用いる前後 フィー

ル ドのブロックで規則的 に絵柄が一致 し,動 ベ ク トルが一意に定 まらない.こ のため,正 し



図3.2:動 き補正TV方 式変換の一般的構成

い動 きを推定で きない場合がある.こ れは動 き補償予測符号化での動 き推定ではあま り問題

とはな らない(結 局,同 に絵柄が予測 に使われるため).し か し,内 挿 フィール ド上で は,図

3.3に 示す ように,本 来 とはずれた模様が生成 されることとな り,大 きな画質劣化 となる.

(3) 静止画部 と動 く背景部 とが混在する画像

例 えばスポーツ中継での タイム字幕の表示や,カ メラが動物体 を追 っている場合 な どに,

画面上での静止部 と動 く背景の境界部では異なる動 きが混在するため,誤 推定が発生 しやす

くなる.特 に,静 止部 のエ ッジに誤 って背景の動ベ ク トルが割 り当てられると,変 換画像で

は,そ の部分が背景 に引っかかるように見 える独特の変換劣化 となる.

3.3 動 き推定方式の改善

前節で述べ たような問題点による画質劣化 を防 ぐため,我 々は,フ ィール ド内挿用動 き推定に

次のような改善を行 った.

(1) 動 き推 定 用 前 処 理 フィル タの 改 善(ノ イ ズ 除去 お よび 明 る さの 変 化 へ の対 応)-

DOG(Difference of Gaussian)フ ィル タの導入

(2) 反復勾配法の高精度化(動 ベク トル検出の高精度化)

(3) 検出動ベ ク トル用後処理 フィル タの改善(異 なる動 きの混在部へ の対応)-動 き推定後処

理用絶対値順序フィルタ(Absolute Order Statistics Filter;AOSF)の 導入

これ らを用いた新動 き推定方式のブロック図を図3.4に 示す.

まず前処理 フィルタ(DOG)に よ り,ノ イズや明るさ変動などの動 き推定撹乱要因が,画 像か

ら除去 される.

次 に,2段 階階層型動 き推定部 では,は じめに比較的大 きなブロ ックサ イズ(例:8×8)で

動ベ ク トル を高精度化 反復勾配法 によ り求め る.さ らに,局 所的 な動 きにも対応す るため,第



図3.3:規 則的繰 り返 し模様 での動 き誤推定

一段 階の動ベク トルを もとに,作 成すべ き内挿 フィール ド上の小 ブロック(サ イズの例:4×2)

毎 に動ベ ク トルが割 り当てられる(「 ベ ク トル割 り付 け」[3].

最後 に,こ れ ら小 ブロックの動ベク トルに対 し,誤 動ベ ク トルの除去及び異 なる動 きの混在す

るブロックなどでの動 ベク トルの平滑化のため,後 処理 フ ィルタ(AOSF)を かけ,出 力動ベ ク ト

ルを得る.

以下 に,前 記3改 善項 目について詳述する.

3.3.1 動 き推定用前処理 フィル タの改善

動 き推定は,変 換 されるTV信 号に重畳 されるノイズな どの撹乱要因 により,そ の精度が大 き

く左右 される.そ こで,そ の撹乱要因を画像か ら除去する必要がある.撹 乱要因の主 なもの とし

て,次 の2種 類が考 えられる.

(1) ノイズ

(2) 明るさの変化(カ メラフラッシュや フェー ドイ ン/ア ウ ト等の特殊効果)

この うちノイズ対策 としては,低 域通過 フィル タを動 き推定前処理 として適用す る方法が従来

より用 いられてい る[2,3].し か しなが らこれは,明 るさ変化 に対 しては有効 な対策 とはならな

い.

明るさの変化 に対応するためには,画 像の直流成分 を抑圧すれば良 く,こ れ と同時に従来通 り

ノイズの平滑化 を行 うには,高 周波成分 も抑圧することが必要 となる.

そこで我々は,動 き推定用前処理 フィルタとして,帯 域通過特性 を有 しエ ッジに代表 される画

像の特徴 を効果的に抽 出で きるDOG(Difference of Gaussian)フ ィル タを導入す ることとした.



DOG: DOG (Difference of Gaussian) filter 

      for preprocessing of motion estimation 

HPGM: High-precision gradient method 

IVS: Initial motion vector selection 

VA: Vector assignment 

AOSF: Absolute order statistics filter for post-

       processing of motion vectors

図3.4:新 動 き推定方式のブロック図

DOGフ ィル タは,σ,λ を定数 と して,

こ こ に

と表 される.こ のフィルタは,人 間の視覚感度の周波数特性 を模 した帯域通過特性 を有 している

[4].図3.5(a)に 示す画像"BBC Car"にDOGフ ィル タをか けた画像 を図3.5(b)に 示す.画 像

の平滑化 と共 に,直 流成分の抑圧,エ ッジの強調が効果的に行 われていることがわかる.

図3.6に,特 性 比較 として,カ メラフラッシュが頻繁に焚 かれる会合の様 子を撮影 した映像(動

きは殆 ん どない)に 対 して,動 き推定前処理 にDOGフ ィル タを用 いた場合 と従来 の低 域通過

フィル タ(LPF)を 用 いた場合 との検 出動ベ ク トルの分散値(水 平 ・垂直成分 の分散 の和)の 比較

を示す.動 き推定法 としては,3.3.2節 で詳述する高精度化反復勾配法を使用 した.

図3.6を 見 ると,低 域通過 フィル タの場合 に特定 のフィール ドで分散値が非常 に大 きな値 とな

る.こ れ らの フィール ドが ちょうどカメラフラッシュが焚かれた瞬間に対応 している.画 面中に

殆 んど動 きがないことを考慮す ると,互 いに無相関な大 きな動ベ ク トルが多量 に発生 しているこ

とが想定できで,これ は実際の動ベ ク トル分布か らも確認で きた.

DOGフ ィル タ使用の場合 には,分 散値 は安定 して小 さい値 を保ってお り,明 る さの急激な変

化 にも影響 を受けない安定 した動 き推定が行われていることがわかる.



(a) "BBC Car"

(b) DOGフ ィル タに よ る処理 画

図3.5:DOGブ イルタに よる前処 理

3.3.2 反復 勾配法の高精度化

方式変換のための動 ベ ク トルには,予 測誤差 を伝送 できる動 き補償予測符号化 と異 な り,真 の

動 きを表す必要性 か ら,広 範 囲 ・高精度が求め られる.

従来 より,動 ベ ク トル検出アルゴリズムと して代表的 なものに,

(1) ブロックマ ッチ ング法

(2) 反復勾配法[5]

の2種 類がある.前 者は,予 測誤差 を最小 にする意味 から動 き補償予測符号化 に適 している.後

者は,勾 配法の問題点であ る大 きな動 き量 に対する特性低下 を解決 した もの[5]で,非 整数画素精

度で広範囲の動ベ ク トルを求めることが可能なため,こ れまでTV方 式変換装置に用い られてき

た[2,3].

従来の方式変換において,反 復勾配法 に よる動ベ ク トルυ は,初 期偏位動ベ ク トルをυ0と し

て,次 の ように求 め られている[5].

ここにΔυ の水平,垂 直成分υx,υyは,画 素値の水平勾配 Δx,垂 直勾配 Δy,υ0に よる動 き補償

フ ィール ド間差分Δtに よって



図3.6:検 出動ベ ク トル分散の比較(DOGとLPF)

と表 される(和 は当該 ブロック内の全画素について適用,signは 符号 を意味する).初 期偏位動

ベ ク トルは,過 去に求まった周辺のブロ ックの動ベ ク トルを候補 としてマ ッチングにより決定す

る.

式(3.3),式(3.4)は,最 小2乗 法 に よる推定 式[6]

を,

とい う仮 定の もとで近似 した式である.

式(3.7)は,斜 め方 向の勾配が存在 しないこ とと,水 平 ・垂直方向の勾配が充分大 きい ことを

仮定 してお り,後 述するハー ドウェア実現の観点か ら,式(3.3),式(3.4)の 近似式が従来か ら用

い られて きた.し か しなが ら式(3.7)の 近似条件は,必 ず しも常 に満た され るとは限 らず,斜 め

方向の画素値勾配が存在する画像や,平 坦部が多い画像では,動 き推定の精度が低下 し,動 ベ ク

トルがば らつ くこ ととなる.こ の ような画像はテス ト動画像"Interview"(図3.7に その一部 を示

す)な ど,決 してまれではな く,こ の動ベ ク トルのば らつ きが変換画質 に大 きな影響 を及 ぼす場

合がある.

したがって,よ り高精度 に動ベク トルを求めるため,我 々は,式(3.5),式(3.6)を 忠実 にハ ー

ドウェア実現するこ とを試みた.

従 来の式(3.3),式(3.4)の ハー ドウェア化 に際 しては,分 母の逆数演算 を行 うため に,入 力

値 をア ドレス とし出力逆数 をデータとす るROMを 使用す るのが適当である.し か しなが ら式

(3.5),式(3.6)で は,こ の分母の ビッ ト数が大 きくなるため,1個 のROMで はア ドレスビッ ト

幅が不足 し,実 現が困難であった.

そ こで,我 々は,ビ ッ ト幅の大 きい逆数演 算 を行 うため,図3.8に 示す ようなROM2個 を

使 う構成 とした.Aの ビッ ト数 をa(bits),2個 のROMの ア ドレス ビッ ト幅がaよ り小 さいb,



図3.7:テ ス ト動 画 像"Interview"(一 部)

c(bits)で あ ると し,A=A0+A1と 表 され る時

で あ る こ とを利 用 してい る。 た だ し,A0とA1を 単 純 に 上位 ビッ トと 下位 ビ ッ トに す る と,

1/A0を 計 算す るROM1に おい て分母 が0に な りうる.こ れ を防 ぐた め上位bビ ッ トAU,下 位

a-bビ ッ トALに2a-b-1を 加 減算 す る こ と を想 定 した.

図3.8:逆 数演 算

次に,特 性比較 として,従 来の反復勾 配法 と,高 精度化反復勾配法 を用いてテス ト動画像Kiel

Harbor3(街 の絵の横 スクロール,一 定の動 きを有する)の 動 き推定を行い,そ の動 ベク トルの分

散(水 平 ・垂直成分の分散 の和)を 求めた結果 を表3.2に 示す.こ の表 をみると,反 復勾配法の高

精度化に よって,検 出動ベ ク トルのば らつ きが従来 に比べ分散値 で約1/3以 下に抑え られてい

ることがわかる.



表3.2:動 ベク トルの分散の比較

図3.9:"Interview"の 検 出動 ベ ク トル(垂 直成 分)の ヒス トグ ラム

さらに,画 像"Interview"の 検出動ベク トルの垂直成分の ヒス トグラム を図3.9に 示す.こ の

画像では,左 方の立 ち上が る人物 を追ってカメラがゆっ くりと上方ヘ チル トしてお り,正 しい

動 きは画面中の多 くの部分で約2ラ イン/フ ィール ド,一 部分で0と なっている.図3.9を 見 る

と,高 精度化反復勾配法がほぼ正 しい動 きを捉 えているのに比べ,従 来法では,-10付 近の大 き

く誤 った動ベ ク トルが発生 している.こ の理由は,以 下の ように考えるこ とがで きる.

反復勾配法で は,い ったん正 しい動 きを捕捉す ると,式(3.3)～ 式(3.6)でΔt〓0と なるた

め,以 後 もその動 きを捕捉 し続けやすい といえる 同.逆 に,誤 った動 きであって も,Δt〓0と

なるような初期偏位動ベ ク トルが選択 された場合 には,や は りその誤 った動 きを捕捉 し続ける傾

向がある.

従来の簡易型反復勾配法では,平 坦部の多い"Interview"の ような画像では特 に検出動ベ ク ト

ルのばらつ きが大 きくなるため,誤 った動 きを捕捉 して しまった結果,図3.9に 示 したような検

出動ベク トル分布 となる と考 えられる.

3.3.3 検 出動ベ ク トル用後処理 フィル タの改善

動ベ ク トルは,本 来,画 像中の各物体 または背景 に固有 に割 り当て られるべ きものであ る.

しか し,こ の ように画像中に異 なる動 きが混在する場合,図3.10に 示 す ように,そ の境界部 の

ブロックで,推 定 される動ベ ク トルにばらつ きが生 じて しまい,画 質劣化 の要因 となる.ブ ロッ

ク単位 で動 き推定を行 っている以上,こ のば らつ きを平滑化 し,適 当な動ベ ク トル をただ1つ 当

該 ブロックに割 り当てなければならない.こ の時,単 なる複数のベ ク トルの平均値の ような新 た



な別のベ ク トルを割 り当てる よりも,周 囲のベ ク トルの うちから1つ 適切 な動ベ ク トルを選択す

る方が視覚的 に劣化が少 ない と考え られる(順 序統計 フィル タ処理).そ の際,周 囲のベ ク トルに

対 して最 も少 ない誤差 を与 えるベ ク トルが,こ れら周囲ベ ク トルの メデ ィアン(中 央値)と なる

[7].

図3.10:動 きの混 在す るブ ロ ック

しか しなが ら,3.2.2節 の問題点(3)に 示 した ように,変 換画像 においては,本 来静止であるべ

き部分 に誤 って動 ベ ク トルが割 り当て られ るこ とによる劣化の方が,動 画部 に誤動ベ ク トルが割

り当てられるよりも,視 覚的 に目立つ と考 えられる.し たが って,動 ベ ク トルに対 して順序統計

フ ィルタ処理を適用す るにあ た り,単 なるメデ ィアンではな く,よ り大 きさの小 さい動ベク トル

を優先 した処理を行 う必要があ る.

そこで,我 々は,下 記の ような動ベ ク トル絶対値順序 フィルタ(AOSF)を 後処理 フ ィルタとし

て採用することとした.

(1) 対象 とな っているブ ロックの8近 傍 ブロ ックを含 む合計9個 のブ ロックのベ ク トルの絶対

値 を求める.

(2) その絶対値 を小 さい方か ら順 に並べ,真 中 より小 さいある順番(例:小 さい方から3番 目)

に相当す るベ ク トルを対象ブロックのベ ク トル とする.

対 象ブロックの もとの動ベ ク トル(の 水平/垂 直成分)をυ0,そ の近傍8ブ ロックの動ベ ク ト

ルをυ1,…,υ8と する と,例 えば絶対値 が3番 目に小 さい ものを選択す るAOSFで は,出 力ベ ク

トルは,次 の式(3,8)で 表 される.

これ に対 しメデ ィア ンフ ィル タの場合 は,下 記 の よ うにな る.



表3.3:新 装置の主要諸元

次 に,比 較の た め に,典 型 的 な例 と して,図3.10の ような動ベ ク トル に メデ ィア ン フ ィル タ と

AOSFを かけ る場 合の 出力動 ベ ク トル を図3.11に 示 す.メ デ ィア ン フ ィル タの場 合 は,(a)の よ

うに静止 物 体 の境 界 部 に背 景 の動 ベ ク トルが割 り当 て られ る可 能 性が 高 い が,AOSFを 用 いれ

ば,(b)に 示 した よ うに,静 止 物体 本 来 の 動ベ ク トル(こ の 例 で は0)が 割 り当 て られ やす くな

る.

図3.11:動 ベ ク トル後 処理

この結果,ス ポーツ中継 などでの静止字幕や,カ メラが追尾す る移動物体のエ ッジな どでの劣

化 を最小限度 に抑え られることとなる.

3.4 新TV方 式変換装置の開発

3.4.1 全 体構成

我々は,前 節で述べた動 き推定改良方式 を導入 して,新 しい高画質動 き補正TV方 式変換装置

を開発 した.図3.12に,そ の全体構成 を示す,入 力 された信号が コンポーネン ト信号の ときはそ

の まま,ま たコンポジッ ト信号の ときは,YC分 離 によってコンポー ネン ト信号 にされ た後,方

式変換処理が行 われる.変 換出力信号 は,コ ンポーネ ン ト信号 およびそれがYC合 成 された コン

ポジット信号 である.ま た表3.3と 図3.13に は,そ れぞれ本装置の主要諸元 と装置写真 を示す.

方式変換部においては,高 精度 なライン/フ ィール ド周波数変換 を実現す るため,

(1) 動 き推定処理(前 節)



図3.12:新TV方 式変換装置の全体構成

図3.13:新 装 置 の 写真



(2) 静/動 判定処理

を行 っている.

静/動 判定処理 静/動 判定処理は,画 面中の画素毎に静止画部か動画部かを判定する.

ライン/フ ィール ド周波数変換 内挿 フィール ドを挟む前後の原画 フィール ドはイ ンタレース構

造であることか ら,静 止画部については,こ れ ら前後 フィール ドは静止物体 を別の位置でサ ンプ

リング している といえる.こ れを利用 して高解像度 を保持す る内挿(フ ィール ド間内挿[1])を ラ

イン/フ ィール ド周波数変換 において行 う.

また,動 画部 については,ま ず、内挿 フ ィール ドを基点 として動ベク トルの指 し示す前後 フィ

ール ド上の位置 に
,各 フィール ド内で内挿画素 を作成す る.次 に,こ れら前後 フィール ド上の2

個の内挿画素値 を,内 挿 フィール ドへ の距離の逆比で加重加算することにより,内 挿 フィール ド

上の画素値 を得る[3].

以上の ように して,ラ イン数変換 とフィール ド数変換 を行い,出 力方式のTV信 号 を得 る.

3.4.2 総 合 評価

本節では,実 験 によ り,新 装置の変換特性の総合評価 を行 う.

方 式 変 換 で は,原 画 と変 換 画 で はSN比 を計 算 す る こ とが で き な い.そ こで,ま ず

625/50(525/60)の テ ス ト動 画 像 を525/60(625/50)に 変 換 し,そ れ を再 び625/50(525/60)

に逆変換する.こ の変換 ・逆変換画 と原 画像のSN比 を計算する.変 換 ・逆変換のアルゴリズム

は,ラ イン数やフィール ド内挿比 に関するパ ラメータを除いて全 く同一 とする.こ のSN比 の利

用 による評価値 として,以 下の平均PSNRと 最小局所PSNRを 用いる.

・平均PSNR:画 面全体での平均のPSNR

・最小局所PSNR:た とえ平均のSNが 良 くて も,画 像の一部分 に大 きな劣化 がある と,視 覚

的 には目立 つ変換劣化 となる.そ こで,局 所的 な劣化 の度合 を調べ るため,画 像を適当な大 き

さ(例:32×32)の ブロックに分割 し,各 ブロ ックのPSNR(局 所PSNR)の 最小 値 を評価値

とする.

比較のため,動 き推定前処理 として低域通過 フィル タ,従 来の反復勾配法,お よびベ ク トル後

処理 フィル タとしてメディアンフィルタを用いた従来型の動 き補正方式変換法 につい ても実験 を

行 った.

動画像"Flash"(人 物 に対 しカメラフラッシュが焚かれる;図3.14),"Interview"(規 則的模様

を含む)に ついての変換 ・逆変換に よる平均 のPSNRを 表3.4に 示す.

表3.4:変 換 ・逆変換 による平均PSNR(dB)

"Flash"で は約0 .8dB,提 案方式 の方がす ぐれている.変 換画像 を観察す ると,従 来方式では

カメラフラッシュが焚かれた瞬間に,人 物の輪郭が崩れ る,極 めて目立つ変換劣化が生 じた(図

3.15(a)).こ れは,明 るさの急激 な変化 に より,動 き推定が破綻するためである.一 方,提 案方

式では,DOGフ ィル タの効果で,そ の ような劣化のない変換映像が得 られた(図3.15(b)).



図3.14:テ ス ト動 画 像"Flash"

図3.15:"Flash"の 変 換 画 像



図3.16:"Interview"の 変 換 画 像

また"Interview"で は約2.6dB,提 案方式 の方がす ぐれてい る.従 来方式 による変換画像 で

は,壁 の格子模様のず れの劣化が生 じた(図3.16(a)).こ れは前 述の通 り,規 則的模様 のため に

真の動 きを表 さない誤 った動ベ ク トル を捕捉 して しまったこ とによる.提 案方式では,反 復勾配

法の高精度化の効果によ り,動 き誤推定 を起 こすことな く,高 画質に変換 された(図3.16(b)).

次 に,テ ス ト動画像 しBBC Car"(建 物 を背景 に走 るアンテナ付 の車 をカメラが追 う)に ついて

の最小局所PSNRと 平均PSNRを 表3.5に 示す.

表3.5:変 換 ・逆 変換 に よる最 小局所PSNRと 平均PSNR(dB)(BBC Car)

まず最小局所PSNRを 見ると,提 案方式の方が約1dB上 回 っている.変 換画像 を観察する と,

ち ょうどアンテナの部分が動 く背景 に引っかかるように見 える劣化が,従 来方式では著 しい(図

3.17(a)).局 所PSNRが 最小値 をとったの も,そ の部分であった.提 案方式 では,AOSFの 効

果で,そ の劣化が大幅に低減 された(図3.17(b))。

また,表3.5の 平均PSNRを 見ると,提 案方式の方が0.3dB上 回っている.こ の画像 では背景が

約15(pel/field)の 比較的高速で動いているこ とを考慮す ると,提 案方式 に より速い動 きも問題な

く正 しく捉 えられることが確認で きる.

以上に示 した ように,我 々が開発 した新TV方 式変換装置では,DOGフ ィル タによる動 き推

定前処理,高 精 度化反復勾配法,AOSFに よる動ベ ク トル後処理 を新 たに導入 した動 き推定方

式により,従 来 に比べ変換劣化 を最小限度 に抑 えることが可能 となった.

なお,画 像 の動 きを求 める方式 として位 相相 関法[8]を 用 いた方式変換装置 も開発 されてい

る.位 相相関法で は,FFTを 利用 し,画 像の相互相関 関数の位相成分 のみ を用 いる ことに よ



図3.17:"BBC Carの 変 換 画像

り,画 像の動 きを測る.た だ し方式変換の場合,カ バ ーすべ き動 きの大きさの範囲が広いため,

その分FFTブ ロ ックサ イズを大 き くす る必 要がある.そ の副作用 として,特 に小 さい物体が全

体 と異なる動 きを している場 合に検 出漏れ しやすい という点 と,同 転運動 のように相関平面 上で

はっきりしたピー クが立たないような動 きを捉えに くい とい う点が挙 げられる.そ のためこの よ

うな欠点 をカバーする何 らかの手法 を組み 合わせて使用する必 要があ る.

3.5 本 章 の ま とめ

本章では,我 々が新 たに開発 した高画質な動 き補正TV方 式変換法 とその装置化 について述べ

た.

本装置 には,動 き推定用前処理DOGフ ィルタ,高 精度化反復勾配 法、動ベ ク トル後処理絶対

値順序フ ィルタ(AOSF)等 を新たに導 入した独 自の動 き推定方式が用いられている.そ のため,

従来の方式変換 で問題 となっていた,明 る さの変化する画像や規則的模様 を含 む画像,お よび静

止画部 と高速で動 く背 景部の境 界を含む画像な どでの画質劣化 を最小 限度 に抑 える ことがで き

る.

この新 しいTV方 式変換 によ り,従 来方式変換劣化が 目立 っていた激 しい動 きを含むスポーツ

中継映像 などに対 して も,安 定 した高画質の変換が可能 となった.
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