
第5章

高能率無瞬断映像伝送システム

5.1 ま え が き

放送局へ向けてのテ レビ映像伝送 には,取 材現場やオ リンピック映像 など海外 からの素材伝送

と,親 局 と地 方局間の番組伝送である一次分配がある[1].こ れ らの伝送 には,高 い信頼性 を要

求 され るため,主 に専用線が使用 され,さ らにしば しば2重 化伝送系が構成 される.す なわち,

通常時 には現用系で伝送 され,現 用系 に障害が発生 した場合,運 用監視員に より,予 備系 に切替

えられる.2重 化系 には,圧 縮符号化伝送装置 などの故障に備 え,そ れらも含めることが多い.

しか しなが ら,こ の システムは,信 頼性が高い反面,時 間的に大半 を占める正常時 には,予 備

系統の回線 ・装置が全 く無駄になるという課題 を有す る.

さらに,素 材伝送/一 次分配 とい う目的のためには,た とえ現用系 障害時の予備系への切替の

間だけであって も,乱 れた映像が出力 されるこ とはで きるだけ避けることが望 ましい.し か し,

現状ではその ような無瞬断化は達成 されていない.と くに今 日では,圧 縮符号化伝送用 として,

フレーム間相関 を利用 したMPEG-2コ ーデックな どが使 われ るこ とが多いため,伝 送路上での

瞬断が,デ コーダ出力画像では十数 フレーム もの映像 障害 となって現 れることがある.無 瞬断化

のためには,映 像障害を瞬時に検出する技術の確立が必要である.
一般 に

,近 年,伝 送路運用上,デ ィジタル映像伝送チ ェーンにおける画質監視 ・評価の 自動化

は重要課題 となっている.従 来のアナログ映像伝送では,受 信側でのSN監 視 が,テ レビ信号中

のVertical Interval Test Signal(VITS)に より実現 されていた.し か しなが ら,今 日普及 してい

るデ ィジ タル映像伝送には,こ の従来手法は不適当である.そ の理由は,ア ナログ伝送では,劣

化 がVITS領 域 と映像領域の区別 な く全体に重畳す るの に対 し,デ ィジタル伝送(特 に圧縮符号

化伝送の場合)で は,VITS領 域 と映像領域 では処理 が異 なるため,映 像領域 の劣化 をVITS信

号 から推定す るこ とはで きないか らである.

Digital映 像信号 の 自動監視法 としては,信 号 フ ォーマ ッ トその ものの監視が まず考 えられ

る.ま た,圧 縮復号装置のビッ トス トリーム監視機能 による伝送路エ ラーの検出 も可能である.

しか し,前 者では,装 置故障な どにより映像領域のみが劣化 ・破綻 している場合には対応する

ことはで きない.後 者で は,リ モー ト制御線(圧 縮復号装置 と切替 え装置 の間)が 新 たに必要 と

なる.ま た,伝 送路エラーを装置が検 出 しアラーム を出す迄 にはある程度の時間がかか るのが普

通である.そ のため,予 備系への切替 までの間に乱 れた映像が出力 される とい う上記の問題は,

やは り残存 する.さ らに,こ れらの方法は,信 号が正常か異常かだけの2値 による判定であ り,

アナログ伝送でVITSに よ り実現 されていた,SNな どによる連続的 な画質評価値 を出す ことは

で きない.

そ こで,デ ジタル圧縮 ・復号 されたベースバ ン ドの受信映像の画質 を直接監視 ・評価す る技術



が重要 となる.

一方
,デ ィジタル映像伝送のための伝送装置,特 にデ ィジタル圧縮符号化 ・復号装置 はすでに

広 く普及 している.そ こで,以 上 の課題の解決 に際 しては,こ れ らを置換せず に済む ことが重要

である.

そこで,我 々は,映 像の2重 化伝 送系 において,(1)伝 送路使用効率 の向上 と,(2)実 時間映

像障害検 出に よる無瞬断化 による信頼性 向上,及 び(3)原 画像を必要 としない受信映像だけを用

いた客観画質評価機能 による運用保守性の向上 を,既 存の装置構成 を変 えることな く前後処理の

追加 のみで達成す ることを目的 とした映像伝送シス テムを考案,開 発 した.こ の うち(1)と(3)

の方式 については,第4章 で説明 した.本 章では,さ らに(2)に ついて説明 し,さ らにこの世界

初の画質評価機能つ き高能率無瞬断映像伝送 システムについて実験 を行いなが ら詳述する.

以下,5.2で 検討の対象を明 らかに した後,5.3で 目的実現のための枠組 と新要素技術 を提 案す

る.次 に6.4に おいて実際の装置の構成 を説明 した後,5.5に おいて実験 に より性能評価 を行 な

う.ま た5.6で は実際の運用例 を示す.

5.2 画質監視 ・評価方式の現状

障害時の無瞬断化 を達成するためには,2系 統の伝送画像のリアルタイム障害検 出により,高

能率化モー ドにおける両系統使用状態か ら,瞬 時 に障害系統 を切 り離す必要がある.

画 質監視 ・評価 の枠組み としては,第2章 でま とめた とお り,FR,RR,NRの3通 りが考

えられる[2].

FRは,原 画を比較対象 と して必 要 とす るため,実 伝送において,送 信地点 と受信地点が離れ

ている状況では,使 用することができず,不 適 当である.

つ ぎにRR方 式 は,画 像の特徴量 を送信側 と受信側 から抽出 し,別 回線で集め,比 較す ること

により,受 信画質 を監視す るものであるが,次 の ような理由か ら,本 章の検討 には不適である.

(1)本 章 の検討の目的では,な るべ く既存の構成 をい じらないこととしているが,RR方 式は

特徴量伝送用 の別回線 を必要 とする.(2)本 章の検討では障害検出による無瞬断切替が重要な

目的である.ま たその処理遅延 をなるべ く小 さ くす る必要がある(伝 送遅延を抑えるため).と

ころがRR方 式では,特 徴量の伝送のための遅延が加わる.と くに,通 常遠隔監視 に使用 される

ことの多 いSNMPな どのIPネ ッ トワークで特徴量 を伝送 した場合,そ の遅延は大 きく,ま た一

定 していない.す なわち,低 遅延による無瞬断切替 とい う目的 にそぐわな くなる.

またNR方 式 は,第2章 で述べ た通 り,受 信画像だけか らの監視であ り,映 像 フリーズ障害 と

静止画 をどう区別するかなど本質的に困難な問題があ る.こ のためまだ実用 的な方式は確立 され

ていない.

ここで,2重 化伝送系では,受 信側で得 られるのは通常のNRと 同 じように伝送映像だけであ

るが,特 徴 として,2系 統の受信映像が得 られているということがある.す なわち,1個 の受信

映像 しかない場合(通 常 のNR方 式の前提)に 比べ る と,得 られている情報は多い といえる.こ

の特徴 を利用す ることにより,受 信画像だけか ら監視す るNR方 式 ではあって も,よ り正確な監

視が期待 できる.

そこで5.3.2,5.3.3で この2系 統 の比較 を利用す るNR方 式 を具体的に検討する.



5.3 目的実現の枠組 と新要素技術

前述 した 目的を達成するために,目 的実現 の枠組 を次の3種 類 に分けて,そ れぞれ要素技術 を

新たに考案 した.

(1) 2重 化伝送系 の無駄 を軽減する高能率化実現方式

(2) 障害発生 を瞬時に検 出する画像障害検出方式

(3) 通常時の画質 を連続値で評価す る画 質評価方式

この うち(1)と(3)に ついては第4章 で述べた.そ こで以下では これ らについては方式を簡単 に再

掲するにとどめ,(2)に ついて詳 しく述べ る.

5.3.1 高能率化実現方式

画面 シフ トによる高能率化

2重 化系 の高能率化 を達成す るため,第4章 で述べ た ように,各 系統の復号画像の平均化 によ

る符号化 ノイズ平滑化効果を利用する.

両系統のノイズを独 立に近づけ,平 滑化効果を最大限にす るために,次 の ように考える.

MPEG-2な どのブロックベース符号化では,DCTを8x8の ブロック毎 に適用す るこ とが一

般的である.そ こで,DCTブ ロ ック境界 をず らす ことがで きれば,2系 統 の符号化 ノイズの相

関が小 さ くなることが期待 できる.そ のためには,片 系統 の画素位置 をず らせば良い.

すなわち,次 の ような画面 シフ トに よる方法 を用いる(図5.1).

(1) 符号化前処理 として,入 力画像を2系 統 に分配する際,片 系統の画像の画素位置 を,一 定

量ずらす.

(2) 復号後処理 として,次 の処理 を行なう.

(a) 片系統の画素位 置を元 に戻 す

(b) 両系統の復号画像を平均化 する.

図5.1:画 面ず らしによる2重 化圧縮符号化伝送の高能率化方式

フレーム間予測符号化方式の場合

MPEG-2に 代表 され るように,映 像伝送用の圧縮符号化装置 では,通 常 フレーム間予測符号

化が使用 される.こ の場合,周 期的 にフレーム内符号化 を入れるが,2系 統ではこれは一般 には

同期 してはいない.そ のため,通 常 は,画 面ず らしを行 なわな くても,2系 統の符号化 ノイズは

異 なっているといえる.

MPEG-2符 号化の場合 には画面ず らしを行 なわな くて も高能率化可能であることは,第4章 で

示 した.



図5.2:障 害検 出

5.3.2 画像 障害検 出方 式

2重 化 デジタル伝送系における特徴

本検討では,2重 化系 における画像障害検 出を,障 害の発生の検出 と,障 害系統の特定の2段

階に分けて考 える(図5.2).

なお,こ れか ら説明する提案方式には,1系 統のみを監視する通常のNR方 式のアル ゴリズム

を含む ことももちろん可能であるが,下 記ではそれ について は述べず,あ くまで,特 徴 である2

系統の比較に基づ く検出法について詳述す る.

2重 化伝送 された各系 統においては,全 く同 じ障害が2系 統 同時に発生す る確率は非常 に小 さ

い.従 って,2系 統の受信映像 を比較 し,そ れが同 じであれば2重 化系では障害は発生 してお ら

ず,異 なっていた場合 に,い ずれかの系統で障害が発生 した と判断する ことにす る.こ れ によ

り,受 信 映像のみか らの監視であるとはいえ,1チ ャンネルだけから検出す る場合 に比較 して正

確 な障害検出が期待 できる.

ただ し,こ こで注意すべ きこととしては,本 検討の ようにコーデ ック も含 め2重 化 されている

場合 には,2系 統 の映像の内容 は同 じで も,符 号化 ノイズの違いによ り,信 号的 には異 なってい

ることが一般的 とい うことである.従 って,2信 号の単純比較 により異 なっていて も,障 害発生

とは限 らない.

単 なる符号化 ノイズの違 いを障害 として誤検出す ることは,実 際の運用上において,警 報の誤

発生 とい う不都合 を生 じる.

そこで本検 討における障害検出方式の 目標 としては,(1)符 号化 ノイズの違い による障害誤検

出を起 こさない とともに,(2)本 当の障害は正確 に捉 えることとなる.こ の2点 は,本 方式が2

系統の比較 に基づ く以上,ト レー ドオフの関係 にあ り,こ れ らをなるべ く両立 させ る方式が優れ

ているこ とになる.

5.3.2で 我々が このために考案 した方式 を説明す る.

一方
,こ の ように していずれかの系統での障害発生が検知 された後,障 害が どちらの系統で発

生 しているか を判定す る必要がある.こ の障害系統判定手法の開発のために,次 のような,映 像

障害の特徴を利用す る.

す なわち,デ ジタル伝送路エ ラーによる映像障害の一般的特徴 として,空 間的 ・時間的に,正

常部/障 害部 が局在化す るということがある.特 に,MPEG-2に 代表 され るブロックベースの

デ ィジタル圧縮符号化 においては,伝 送エ ラー率の増大 と共に,画 像中の破綻箇所がブロック状

に広がってい く(図5.3).

これを利用 して障害系統判定手法を考案 した.5.3.2で それについて説明する.



図5.3:伝 送エ ラー に よ り劣 化 した画 像

系統間画質特徴量差による障害検出

方式の説明 まず障害の有無の検出方式 を説明す る.

2受 信映像の差異 を調べ るため にまず考え られ るのは,単 に差分信号の大 きさを調べ ることで

あ る.し か しなが ら,5.3.2に 述べ た ように,単 なる符号化 ノイズの差異 を障害 と誤検 出す るこ

とな く,伝 送エ ラー特有の画質劣化 を正確 に検知す るため には,符 号化 ノイズに影響 を受 けにく

く,か つ伝送エ ラーによ り大 きく変化す るような画質特徴量 により2受 信 映像を比較することが

有効 と考えられる.

そこで,次 のように,系 統 間の画質特徴量の差分値の大小 を障害検出の規範 とする方式 を考案

した(図5.4).

図5.4:画 質特徴量の系統間での比較

(1) 16x16な どの ブ ロ ック単位 に処 理 す る.ブ ロ ック位 置 をpで 表す.



(2) 各受信映像A,Bで,ブ ロ ック内の画質特徴量{fAi(p)},{fBi(p)}(i=1,…,N)を 計

算す る.こ こにNVは 使用す る特徴量の数 を表す.

(3) ブロ ック毎 にA,Bの 特徴量 を比較 し,そ のブロックで,い ずれかの特徴量の差分値が

閾値 を越 えた場合,す なわち

の とき,そ のブロ ック位置でどち らかの受信映像が障害 によ り破綻 している と判 定する.同

時に,こ の破綻/正 常情報をブロック毎 に記録する.こ の情報は,後 述する障害系統の判定

時に使用 される.

尚,図5.3に 示 した ような,画 面 内に正常部 と破綻部の混在する障害の他 に,次 のような障害

もある.

フ リーズ:圧 縮復号器等の伝送装置 において,装 置が入力 回線異常 を検知 した場合 に,直 前 の正

常映像 を静止画 として出力 し続 けることが ある.

blackout:上 記 の場 合 に,静 止画 で は な く,黒 信号 を出力す るこ ともあ る.

これ らの場合 にも,2系 統の映像 を比較する上記方式 であれば,検 出可能であることは明 らかで

ある.

以上 の ように本方式では,各 系統単独での監視(通 常 のNR方 式)に 比べ て,2系 統 の比較処

理 を加 えることが可能 となるため,は るか に正確 な検 出が期待で きる.

確認実験 本方式の基本性能の確認実験 を行 なう.

特に,映 像破綻の検出の性能 と,符 号化ノイズの差異 による誤検 出 との トレー ドオフ特性 を示

す.

実験 に使用 する特徴量 としては,簡 単 のため,以 下の ようにする(全 てブロック内の平均,分

散である).

・輝度の平均値(計1個)(A)

・輝度の平均値,輝 度の分散値(計2個)(B)

・輝度の平均値,輝 度の分散値,色 差(Pb)の 平均 値,色 差(Pb)の 分散値,色 差(Pr)の 平均

値,色 差(Pr)の 分散値(計6個)(C)

また,比 較 のため,系 統間の画素差分絶対値MAD(ブ ロック平均)を 規範 とする検出方式(D)も

用いる.

なお,実 際の装置 では最適化 された合計18種 類の特徴量を使用 している とともに,各 フィー

ル ド内で1個 で も障害が検 出されればそのフ ィール ドは障害 として全体 を捨てているが,こ こで

は方式の基本特性 を示すため,上 記の特徴量の組で実験 し,ブ ロック毎の検 出性能を示す.

検 出閾値 をパ ラメータとして,ノ イズに よる誤検出率(符 号化 ノイズの差異 を障害 と誤検 出す

る割合)と,伝 送エラーによる映像破綻の検 出漏れの関係(ト レー ドオフ特性)を 調べ た.

テ ス ト画 像 はITU-Rシ ー ケ ンスのcheerleaders 150フ レー ムで あ る.ま た,符 号 化 は

MPEG-2 TM5,ビ ッ トレー トは11Mbpsで あ る.

この時の検出閾値 としては,次 の式のThと した.す なわち,式(5.1)の 特徴量毎の閾値Thi

をそれぞれ変化 させ るのではな く,次 の式のように表現 し,Thの みを変化 させ ることとした.



ここに αiは予備実験 によ り特徴量iご とに適当 な値 に定 めた.ま た特徴量 を比較す る単位であ

るブロックのサイズは,MPEG-2の マクロブロックサイズ と同 じ16x16と した.

ノイズによる誤検 出率 の測定では,符 号化 を2系 統 で独立 に行 なった.す なわち,I-picture

の位置 を互いにず らして符号化 を行 なった.伝 送エラーを発生 させず,全 体のブロック数の うち

その検 出閾値で誤検 出されるブロック数の割合をとった.

一方
,伝 送路エ ラーによる映像破綻 の検出漏れは,次 の ように測定 した.伝 送エラーが軽微 な

場合,映 像に殆 ど影響 をあたえないこともある(符 号化 ノイズ と同程度以下の劣化).そ のよう

なエ ラーは検出漏れ して も画質上は問題 ない といえる.そ こで,検 出漏 れの画質へ の影響の大 き

さを考慮 にいれて性 能評価 を行 うため,次 のような方法を とった.

(1) あ る圧縮 ビッ トス トリームと,そ れに対 しランダムビッ トエ ラーを発生 させたス トリーム

を復号す る.こ の場合,2画 像 を単純 に画素毎 に比較 し異なっていた ら,そ こに伝送エラー

障害の影響があるといえる.こ れを障害領域Kと する.

(2) その上で,上 記の方式で各検出閾値の もとで障害検出を行 う.そ して,検 出漏れ となった

部分 には障害系統の復号 画素を,正 しく検出 された部分 には正常系統の復号画素を割 り当て

て,障 害領域K全 体のPSNR(SN1)を 計算す る.

(3) 一方,障 害無 し復号画の同位置 の画素のPSNR(SN2)を 計算 してお く

(4) これ らPSNRの 差分(SN1-SN2)を 計算す る.こ のPSNR差 分値 に よ り,そ の検 出閾値

にお ける障害検 出 もれ の画質へ与 える影 響の大 きさを評価 で きる(SN1-SN2の 理想値 は

0).

伝 送路 エ ラー率 と して は,5×10-5と5×10-7の2種 類 で実験 した.5×10-5の 場合 には ほ

とん どの フ ィール ドで多 くの障 害が観 察 される.5×10-7の 場合 は,時 々障害 が見 られ る程度 で

あ る.

図5.5:検 出漏れによるSN低 下 と誤検出率の関係.伝 送路エラー率=5×10-5

図5.5,図5.6に,検 出漏れによるSN低 下 と誤検 出率の関係 を示す.こ の図 よ り,ど の方法に

ついて も,検 出漏 れと誤検 出率の間に トレー ドオフの関係があることが確認で きる.ま た,伝 送

路エ ラー率が より大 きい場合の方が,小 さい場合 に比べ,お なじ誤検 出率 を与 える閾値設定の も



図5.6:検 出漏 れ に よるSN低 下 と誤 検 出率 の関係.伝 送路 エ ラー率=5×10-7

とでの検 出漏れによる悪影響が大 きいことも確認で きる.

また,特 徴量数が多 くなるほど,グ ラフが下側 になる,す なわち検 出性能が よくなっているこ

とが確認 できる.

伝送路 エラーが少 な く,画 像へのエラーによる影響が小 さい場合 には,系 統 間の画素差分絶対

値平均(MAD)は,特 徴量 を6個 使用 した時 とほぼ同 じ性能(少 しMADが 悪い)を 示す.
一方

,エ ラーによる画像障害が著 しい場合 には,特 徴量 を多 く使用す る効果が特に大 きいこと

がわかる.こ の場合,MADは,特 徴量が1種 類(輝 度の平均値)の 場合 に比べ て も劣 ることが

あ り,検 出規範 として適 していない ことが わかる.

例 えば,図5.5で,検 出漏れ によるSN低 下が約0.5dBと なるような閾値設定 における符号化

ノイズの誤検 出率が,特 徴量6個 の場合は約25%な のに対 し,MADの 場合は90%以 上 となっ

ている.MADで は,大 局的な画質の違いではな く画素毎の差分 をもとに してい るため,符 号化

ノイズの差異 と伝送エラーによる障害の区別がつ きに くい とい うことが確認できる.

このように,提 案方式では,特 に重大エ ラーに強い検 出が可能 となる.

系統内画質特徴量差による障害系統判定

方式の説明 前節の方法で障害を検 出 した後,ど ちらの系統 に障害が発生 したのか を判別する.

これには,前 記のNRの 手法 を利用可能であるが,こ こでは,2重 化系の特徴 を利用 した,特

徴量比較に基づ く方法 を提案す る.本 方式 に各種のNR法 を組み合 わせ て利用すれば,さ らに判

定性能 を向上 させ ることがで きるといえる.

エラーにより破綻 した図5.3の ような映像 を見 てまず考 えられる方法 は,各 系統 の画面全体で

分散 を計算 し,そ の大 きい方 を障害系統 とす る方式である.し か しなが らこの方法では,重 大な

誤判定が起 こる可能性がある.そ の理 由は次の通 りである.エ ラーが少 な く画面中の破綻領域が

小 さい場合 には,図5.3の ように,エ ラーの発生 は分散値 を増大 させ る傾 向になる.し か し,エ

ラーが多 くな り破綻領域面積が大 きくなると,破 綻領域 の画素値の影響が大 きくな り,全 体の分

散値が小 さ くなることがある(破 綻 領域の画素値は平坦 となる場合があるため)(図5.7).そ の



図5.7:エ ラーが多 い場 合の劣 化 画像 の例

ため,破 綻が広が った方の系統 を正常 と判定 して しまう恐れがある.

そこで,画 面全体 での特徴量 を計算す るのではな く,2系 統 を受信 しているという特徴を活か

し,破 綻 領域 と正常領域の画質の差を利用することとする.

すなわち,前 節の障害検出により,画 面中の どの部分が破綻 しているかは既 知なので,画 面内

の正常/破 綻領域 間での画質差が大 きい方が,障 害だ と判定す ることにする(図5.8).

具体的には,以 下 の ように,各 系統 内における正常/破 綻領域間での画質特徴 量の差分値の大

きい方を障害 と判定する方法 を考案 した.

(1) 判定 はフ ィール ド毎に行 な う.

(2) 前節 の方法 に より,画 面内の どの領域が破綻 しているかを検出する.こ の段階ではどちら

の系統が障害かは まだ不明であ る.

(3) 正常領域 と破綻領域の画質特徴 量の差D={Di}(i=1,…,N)を 各系統 につ き求め

る.具 体的 には,次 のように,各 特徴 量につ き,正 常/破 綻領域の境 界線 に沿った部分での

差分絶対値和 を求める.

画面中の ブロ ック同士の境界線(ブ ロ ックの1辺)を,bj(j=1,…,2n)と する.こ こ

にnは 画面全体 でのブロック数である(画 面の端 のブロ ックを除き,1ブ ロック当た り,境

界線 を,右 辺 と下辺の2本 有する とみなす).bjを はさむ上 下または左右の2ブ ロックの

位 置を表す関数 をg1(bj),g2(bj)と お き(図5.9),A系 統 でのi番 目の特徴量の領域間差分

を次の ように計算す る(B系 統 も同様).

ここにCは,正 常/破 綻領域の境界線 の全体 を表す.

(4) ‖DA‖ と ‖DB‖ を比較 し,前 者が大 きければA系 統 を障害,後 者が大 きければB系 統 を

障害 と判定す る.

本方式 では,あ くまで,正 常領域/破 綻領域間の境界 をは さんで隣合 うブロ ック間の特徴量 の

差異 にのみ注 目 してい るため,破 綻領域 の面積の 大小(ビ ッ トエ ラー率の大小)に よらず安定 し

た判定が可能 となる.



図5.8:障 害系 統 の判 別

図5.9:境 界線 をは さむブ ロ ック



なお,‖D‖ としては,予 備 実験の結果 より,上 記 の各特徴量 による差分絶対値和の最大値,

すなわち,

とした.こ の方法が,Diをiに ついて平均化する方法 よりも良好 な判定性能 を示 した.こ の理由

としては,障 害による ビットエ ラーが,特 定の特徴量のみに影響 を与 える場合があることが考 え

られる(例 えばDCT係 数値 のエラーが色信号 にはな く輝度信号のみに局在す ることがある).そ

のため,最 も影響 を強 く受けた特徴量で比較することが,平 均化 より有効 になるといえる.

フリーズ/ブ ラ ックアウ トの場合 上記 の方法は,画 面内 に正常領域 と破綻領域が混在 すること

を前提 としている.そ のため,画 面全体が両系統で異 なるフリーズやブ ラックアウ ト障害では,

別の方法で障害系統 を判定する必要があ る.

ここで も,2系 統 を比較できるとい う2重 化系の特徴を活か した方式を考案 した.

まず,フ リーズ障害の検出においては,単 なる静止画 とフリーズ障害 を区別することが重要 と

なる.一 般 にNR方 式 においては,こ の区別 は非常 に困難であるが,本 方式では,次 のように2

系統の比較により,は るかに正確な検 出が可能 となる.

各系統 で,1フ レーム(2フ ィール ド)離 れた画面間で画素毎の差分絶対値和 をとる.そ れが,

片系統のみで急 に0と なった場合 に,フ リーズ発生 とする(両 方 とも同時に0と なった場合 は,

静止画 と判断する).

又,ブ ラックアウ トの検出において も,単 なるシーンチェンジとの区別が重要 となる.こ の区

別 も,NR方 式では,本 質的 に困難であ るが,本 方式では,次 の ように2系 統の比較により,は

るかに正確な検出が可能 となる.

ブラックアウ トで は,突 然,障 害系統の輝度 レベルが大 きく変化す る.そ こで,各 系統で,連

続す る2フ ィール ド間での輝度 の平均値の差分値 をとり,片 系統の差分値が もう片系統 の差分値

に比べ非常 に大 きい場合 に,ブ ラックアウ トと判定する.本 方式では常 に2系 統を比較 している

ため,シ ー ンチ ェンジな どと誤 るこ とはない(シ ー ンチ ェンジでは,平 均 値が大 きく変化する と

して も,両 系統で変化する).

なお,本 アルゴリズムでは,必 ず しも画面が黒 くなるブラックアウ トのみな らず,白 くなって

しまうような障害 にも対応可能 としている(輝 度値その ものではな く,フ ィール ド間での差分 に

のみ注 目している).

以上の ように本方式は2系 統の比較 に基づ くため,各 系統単独 での監視 に比べて正確 な検出が

可能 となる.

確 認実験 我々の方式 に対 し,比 較方式 として,画 面全体の分散 の大小 を規範 とする判定方式

(A)を 用いる.我 々の方式 の実験で用い る特徴量 としては,(B)輝 度の平均値(C)輝 度 と色差 の

平均値(計3個)の2通 りで実行す る.さ らに,方 式(D)と して,(C)の 特徴 量 を使 用 した上

で,フ ィール ド毎 に出力 される判定信号 に対 し,多 数決処理 を加 えた もの を実験す る.

5.3.2で 映像破綻の検出漏 れ実験 に使用 した2系 統の映像 について,上 記方式で判定実験 を行 な

う.こ こで も5.3.2と 同様,誤 判定の重大性 を評価 に反映 させ るため,次 の方法 をとる.す なわ

ち,正 判定 した フィール ド及 び障害のない フィール ドについては正常系統 の画像 を出力 し,誤 判

定 したフィール ドについては障害系統 の画像 を出力す る.そ の出力画像の平均のPSNRを,計

算す る.そ して,正 常系統の復号画像 のPSNRか らの減少分 を計算する.ブ ロックサ イズは,

5.3.2と 同様,16x16と した.



この,誤 判定 に よる出力画像のSNの 低下度 を,表5.1に 示す.こ の表 には,仮 に判定がすべ

て誤 りである場合の最悪値 も示 した.こ れは,障 害系統の復号画像のPSNR低 下度に等 しい.

表5.1:障 害系統の誤判定 によるSN低 下[dB]

表5.1を 見 る と,画 面全体 での分散 を用 いた方式(A)は,エ ラーが少 ない場合 には方式(B)

と同等の性能であ るが,エ ラーが増大する と,誤 判定 によ りSNが 急激に低下する.こ の理由は

5.3.2で 述べ た通 りである.

破綻/正 常領域 の特徴量 の差分 に基づ く方式(B)(C)で は,エ ラーの多少 によらず,誤 判 定が

少 ない.特 徴量数 の多い(C)の 方が誤判定が よ り少 ない.さ らに,こ れ に多数決処 理を加 えた

(D)で は,誤 判定によるSN低 下が なくなった.

以上によ り提案方式の有効性が示 された.

提案方式では,前 節 と同様,特 徴量の追加 ・最適化 により,更 なる特性向上が可能であるとと

もに,多 数決処理 を加 えることにより,判 定精度 を上げロバス ト性の高 いシステム化が可能 とな

る.

実際の装置で も,特 徴量 として,障 害の有無の検出部 と同 じ18種 類を使用 して,多 数決処理

も導入 している.こ の結果,ほ ぼ100%に 近い正判定率が実現可能となる.

この実装置のアルゴリズムによる実験結果 を5.5で 示す.

なお,フ リーズ ・ブラックアウ トに対 しては,例 えば次の ような誤検 出の要因がある.こ の よ

うな可能性 は小 さくはあるが,全 くない とは言 えない.そ のため,こ れ らの検出は今後の課題 で

ある.

・片系統が フリーズになると同時に,正 常系統がフレーム間差分0と なるような完全 な静止画

になる場合.本 質的にどちらがフリーズなのかが判別できない.

・片系統が断 となる と同時 に,正 常系統にシー ンチ ェンジが発生 し,そ の輝度 レベル変化がブ

ラックアウ トになるよりも大 きい場合.正 常系統 を障害 と判定するおそれがあ る.

・仮 に片系統が フリーズ しは じめるの とちょうど同 じタイ ミングで片系統が シー ンチェンジ し

た場合は,そ のシーンチェンジによる輝度値の変化が非常 に大 きい とき,ブ ラックアウ トと誤 る

おそれがある.

5.3.3 両系統正常時の受信画質評価方式

両 系 統 と も正常 な ときの受 信 画 質 の評 価方 式 と して は,第4章 で説 明 した ように,符 号 化 ノイ

ズ残 留相 関法 に よるSN推 定方 式 を用 い る.

原 信号 をx,2系 統 の復 号信号 をx1,x2,雑 音 をd1,d2(x1=x+d1,x2=x+d2),n1,n2を そ

れ ぞれd1,d2の 信号 分散 とす る.ま た ρd1d2をd1とd2の 相 関係 数 とす る.



す る と,n1/n2=cと お いて次 式 が成 り立 つ.

こ こ に α=10log(1+c-2√cρd1d2)で あ る.

具体的 な提案SN比 推定法は,次 のよう になる.2系 統で符号化 ノイズ電力が異なる場合 も適

用可能であるため,例 として,x2のSN比 を求める方法 を示す.x1の 場合 も同様である.

(1) 推定式係数の決定.あ らか じめ定めた数種類のテス ト画像 を,当 該2重 化系の構成 で符号

化するこ とにより,定 数 α を決定する.

(2) 実運用時 には,受 信画像からσ2(x1)/σ2(x1-x2)を 測定 し,式(5.2)に 当てはめる ことに

よ りs/n2を 得 る.

5.4 高能率無瞬断映像伝送 システムの構成

上 記 の実現 の ため,本 高 能率無 瞬 断映像伝 送 システ ムは,次 の よ うな要 素 か らな る(図

5.10).

図5.10:高 能率無瞬断映像伝送 システムのブロック図

(1) 伝送前処理装置(画 面 シフ ト部)

(2) 伝送後処理装置(図5.11,表5.3)

(a) 画面逆シフ ト部

(b) 映像遅延調整部

(c) 画像障害検出部

(d) 2系 統の受信映像の平均化部

(e) 画質評価部



これらのうち映像遅延調整部,画 像障害検出部,画 質評価部 については,表5.2に 示す ように1

個のFPGA内 に設計,実 装 した.

以下に各部につ き説明す る.

表5.2:遅 延調 整 ・障害検 出 ・画質評価用FPGAの 諸元

図5.11:シ ス テムの写真(後 処 理装 置)

表5.3:シ ス テ ム諸元(後 処理装 置)

5.4.1 画 面 シ フ ト ・逆 シ フ ト部

前述の ように,本 装置では,そ の高能率性や正常時の画質評価のために,2系 統で符号化 ノイ

ズが異っていることを前提 としている.こ れ を確実にす るためには,前 記 した ように,伝 送前処

理で画面 シフ トを行 ない,後 処理でそれを元に戻す処理が必要 となる.

ただ し,現 在広 く映像圧縮伝送用 として普及 してい るMPEG-2で は,GOP構 造 に よ り,画

面シフ トを行なわな くても,符 号化ノイズは2系 統間で異なっているといえる.そ のため,こ の

画面ず らし処理(前 処理装置)は 省略可能であ る.

これを後の実験で実証する.



5.4.2 映像遅延調整部

本 システムにおける平均化 による高画質化や画像障害の検出,通 常時の画質評価機能は,2系

統 の映像が時間的に一致 していることを前提 としている.し か しなが ら,実 際には,2重 化の各

系統は別経路 を通って くることが多 く,遅 延差 が発生 している.そ こで,こ れ らの処理の前段 階

として,2系 統の遅延差 を合わせ る処理が必要 となる.

このため映像遅延調整部 においては,ブ ロックマ ッチ ングと同様 の処理 により,差 分絶対値和

が最小 となる遅延差 を決定 し,そ れ に基づいた遅延調整 を行なった2系 統信号 を障害検出部 に送

る.ま たそれとともに,当 該遅延差 を図5.10中 のFIFOメ モ リに反映 させ2系 統映像の遅延を一

致 させ て,平 均化 を可能 とする.

この遅延差 決定のブロ ック図を図5.12に 示す.単 純 に考 える と,可 能性の ある最大遅延差分

のメモ リを有 し,両 系統のブロックマ ッチ ングによ り誤差最小 となる遅延 を探索すればよい.し

か し,そ れではマ ッチ ング計算部分の回路規模 が増大す る.そ こで,画 像の 自己相関関数の性 質

(マッチ点か ら離れ るに従 いなだらかに相 関が低下 してい く)を 利用する.す なわち,画 面全体

によるブロックマ ッチ ングを,±1フ ィール ドのみを対象 として実施する.こ の結果例 えば+1

フィール ドと判定 された場合,前 段 のメモ リ読み出 しを1フ ィール ドず らし,再 度同 じ±1フ ィ

ール ドのマ ッチ ングを行 う.こ うして順次合わせ こんで行 く事 によ り,最 終的に正 しい遅延差が

決定で きる.

図5.12:2系 統の遅延差決定のブロック図

5.4.3 画像障害検 出部

前節 の処 理 に よる遅延差 の 一致 した映 像 に対 し,障 害検 出 ・障害系 統判 定処 理 を行 う.

5.3.2の 方式を使用す る.

そ の結 果に したがって,2系 統 の映像 の無瞬断切替 え(平 均 化/A系 統/B系 統)を 行 な

う.

5.4.4 2系 統の受信映像の平均化部

障害検出部において異常無 しと判定された場合,第4章 に説明したように2系 統の平均化によ

り符号化劣化が低減された映像信号が選択 される.



5.4.5 画 質 評価部

第4章 に示 した符号化 ノイズ残留相関法によ り,受 信画像のSNを 推定可能 とす る.

式(5.2)の テーブルは,二 重化系の構成 により異なるため,回 線設定後 に既知のテス ト画像 に

よる測定 により作成する.

5.5 高能率無瞬断映像伝送システムの障害検出性能

本システムに,2重 化系受信映像(片 系統は伝送路 エラーによる障害映像)を 入力 した時の出

力映像のPSNRを 測定す る.

伝送路での圧縮符号化 はMPEG-2 TM5(11Mbps,N=15,M=3)と し,テ ス ト画像 としては

Cheerleadersを 使用 した.2系 統で,互 いにIピ クチャの位置 を,ず らしている(画 面シフ トは

無 し).

伝送路 ビッ トエラー レー トとしては5×10-7と5×10-5の2種 類実験す る.こ れらの復号画

像へ の影響 としては,前 者は時々ブロックエ ラーが見 える程度,後 者 はほぼ全 フレームで画像破

綻が発生 している.(な お,映 像ブ ラックアウ トや フリーズの検出につい ては,5.3.2に 述べ た

ような場合 を除いて確実に判定で きることが明 らかであるため,検 証 を省略する.)

障害検出の特徴量 として は,平 均,分 散,エ ッジ度等,計18種 類 を使用 し,判 定の多数決処

理 も導入 している.

表5.4,表5.5に,各 伝送エラーレー トにおける出力映像 などのPSNRを 示す.「A系 統」は

エ ラーのない系統の復号映像,「B系 統」 は障害の見 える復号映像である.「SW出 力」 は,障

害のないフ ィール ドで はAとBの 平均 画像,そ れ以外の フィール ドでは,本 装置 により正常 と

判定 された系統の画像が出力 されている.「AとBの 平均」 は,障 害のあるフィール ドも含め,

強制的にAとBの 平均化画像 を出力 させ た場合である.

また 「平均PSNR」 は シーケ ンス全体での平均PSNR,「 局所平均PSNRの 最悪値」 は,マ

クロブロ ック毎 に時間軸方向に平均 をとった局所平均PSNRの 中での最小 値であ る.ま た 「局

所PSNRの 最 悪値」 は,各 マ クロブ ロック,各 フ ィー ル ドの中で の最小 の局所PSNRで あ

る.

まず,B系 統の破綻が大 きい表5.4を 見 ると,SW出 力 は3種 類のPSNRと もにA系 統 と同

じになってお り,全 フィール ドで正常なA系 統が選択 されていることを反映 している.

次 に,フ ィール ドに よってはB系 統 の破綻 が現 れない表5.5を 見 る と,SW出 力 は,局 所P

SNRの 最悪値の指標ではA系 統 と同一であるが,そ の他 の指標で は,A系 統 よ りも高い値 を

示 してい る.こ れは,障 害の ないフィール ドについては,AとBと の平均化画像 が出力 されて

い るか らで,本 装置の高能率性 が示 されてい る.AとBの 強制平均 化出力画像(AとBの 平

均)を 見る と,平 均PSNRで はSW出 力 と同 じ値であるが,こ れ は平均 により丸め られたか ら

であって,他 の指標,特 に局所PSNRの 最悪値では15.8dBと,非 常 に悪 い値になることがわか

る.

さらに図5.13,図5.14に は,PSNRの フィール ド毎の変化 を示す.エ ラーの無 い系統 の受

信 映像,エ ラー のあ る系統 の受信 映像,本 装置 の出力映像 の3種 類のPSNRを 測定 した.エ

ラー レー トは,5×10-7で ある.図5.13に は フィール ド内の平均PSNRを,図5.14に はサ イ

ズ16x16の ブロック毎 のPSNR(局 所PSNR)の うちの フィール ド内での最小値(最 小 局所

PSNR)を 示 した.こ こでは,障 害検出性能 をPSNRの 変化 によ り示すため,表5.4,表5.5の

実験条件 とは異 な り,2系 統でIピ クチャの位置 を一致 させている.高 能率化のため には画面 シ

フ ト(水 平方向4画 素)を 行 っている.し たが って,エ ラーの無い フィール ドでは,2系 統の受



図5.13:各 フ ィール ドの平均PSNR.ビ ッ トエ ラー率=5×10-7

図5.14:各 フ ィー ル ドの局 所PSNRの 最 悪 値(最 小 局所PSNR).ビ ッ トエ ラー率=5×

10-7



表5.4:出 力画 像のPSNR[dB].ビ ッ トエ ラー率=5×10-5

表5.5:出 力画像 のPSNR[dB].ビ ッ トエ ラー率=5×10-7

信映像のPSNRは ほぼ一致 し,ま たその時 に装 置の出力映像が平均化 によ りPSNRが 向上する

はずである.ま た,破 綻がある場合,特 に図5.14の 最小局所PSNRが 極端 に小 さくなるはずで

ある.

図5.13,図5.14の 障害系統(disrupted link)のPSNRを 見 るとわかる ように,こ のエラーレ

ー トでは
,破 綻 は常 に現れているのではな く,時 々は正常 な映像 となっている.ま た,両 系統 と

も正常 な場合 には,SW出 力(SW output)のPSNRが 平均化 により向上 していることが確認で

きる.一 方,破 綻 のあるフィール ドでは,出 力映像のSNは 正常系統(normal link)のSNに 等 し

くなってお り,障 害系統のSNに 等 しくなることはない.す なわち,障 害の誤判定がない ことを

反映 した結果 となっている.

第30フ ィール ド付近及 び第140フ ィール ド付近 で,破 綻 が見受 け られないに もかかわ らず

SW出 力のPSNRが 向上 して いないのは,符 号化 ノイズの差異 を障害 と誤 検出 した結果であ

る.こ の場合は出力映像に破綻が表れるわけではないため,真 の破綻 を見逃す よりも,こ のよう

に,過 剰検出気味 の閾値 に設定 しておいたほうが望 ま しい といえる.

以上によ り,本 システムの障害検出の有効性が実証 された.



図5.15:テ レビの無瞬断2重 化国際伝送の構成例

5.6 実 際 の運 用例

高能率無瞬断映像伝送 システムの実運用例 と して,ヨ ーロ ッパでの スポーツ中継 の場合の構成

例 を図5.15に 示す.

この例では,ヨ ーロッパ国内の各地点か らの映像はいったんロン ドンに運ばれ,そ こから大西

洋,米 国内,太 平洋 と,MPEG-2圧 縮 による2重 化伝送が行 われる.こ の間,ニ ューヨー クと

ロサ ンゼルスでは通信会社の中継局 を介す る.

日本 まで運 ばれた映像 は,通 信会社の テレビ中継 センターでMPEG-2復 号 され,そ こか らは

非圧縮デ ィジタル信号 として光伝送路 により放送局 まで送 られる.こ の間 も2重 化 されている.

そ して,放 送局内 に,通 信会社の設備 として光端局装置 と無瞬断装置が設置 されてお り,無 瞬

断映像の引渡 しを実現 している.

この図か らもわかる とお り,長 大な国際伝送回線では,間 に他国の通信会社の区間を介するこ

とが多い.そ の区 間内でTS復 号 ・再符号化 が行われる場合 もある.通 信会社間の受 け渡 し対象

は通常,映 像 だけであ り,ア ラーム信号 などの監視情報 は入 らない.こ のため,映 像 フリーズが

発生 して も,TS受 け渡 しの場合 も含め,一 見正常 な静止画 との区別が一系統だけではつかない

こともあ る,そ こで,こ の ように他 通信会社区 間内で発生する障害 まで カバ ーす るためには,

5.1に も述べ たとお り,装 置か らのアラーム信号 だけ に頼 るわけには行 かず,本 装置の ように映

像信号 その ものを見て切 り替える装置が重要 となる.

5.7 本 章 の ま とめ

筆者 らは,テ レビ映像の素材伝送 ・一次分配用 の2重 化映像伝送系の高能率化 とさらなる信頼

性向上,運 用性の向上 を目的 として,世 界初の画質評価機能つ き高能率無瞬断映像伝送 システム

を開発 した.本 章では,そ の新 要素技術 について説明するとともに,本 システムの有効性 を示 し

た.

本 システムは,デ ィジタル圧縮符号化 ・復号装置 など既存の伝送装置 を取 り替えるこ とな く,

その後処理装置(お よび必要であれば前処理装置)と して実現 される.

2系 統 とも正常時 には両受信 映像 を平均 化 して雑音 を低減 した映像を出力することにより,2

重化系 の高能率化 を実現 する(前 記の前処理装置 は,よ り確実 に高能率化の効果 を得るために使

用す る).

またその間,2系 統の受信映像 を常時,比 較 によ り監視す る.そ して障害発生時には,瞬 時 に

それ を検 出 し,障 害系統 を切 り離す ことによ り,2重 化系の無瞬断化 を達成する.障 害検出は障

害の有無の検 出 と障害系統 の判定の2段 階 にわかれ る.こ の うち障害 の有無の検 出は,画 質特



徴量 を2系 統間で常時比較監視することによ り,実 現 している.そ のため,受 信映像 を単独で監

視するのに比べ,非 常 に高精度 な検 出が可能 となる.次 に障害系統の判定は,各 系統の画面内に

おいて,2系 統 間での不一致部分 と一致部分の画質差の大 きさを測 り,そ れを両系で比較するこ

とにより行 なっている.そ のため,画 面内の破綻領域の大 きさによらず安定 した判定が可能 とな

る.ま た,フ リーズ検出やブラックアウ ト検出 も,2系 統の比較 に基づいて行 なっている.そ の

ため,単 独の受信映像からの判定に比べて,よ り正確 な判定が可能である.

さらに,運 用性 の向上 のための画質評価機能 として,正 常受信映像 のSNRを 推定可能 であ

る.こ れには,2系 統の符号化 ノイズに違いがあることを利用 している.2系 統 の復 号画像の信

号電力 とそれ らの差分信号 の信号電力から,SNRを 推定することが可能 となるで

本システムの開発 により,高 品質なデ ィジタル映像伝送の さらなる普及への一助 としたい.
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第6章

スペク トル拡散と直交変換係数抽出による高精度遠隔映

像PSNR推 定方式

6.1 ま え が き

近年,光 ケーブル伝送路 の増加やデジタル映像圧縮符号化装置の低価格化 などによ り,放 送局

へのテ レビ中継伝送のデジタル化が急速に普及 した.同 時に中継数自体 も急増 してい る.そ の運

用上重要 な中継画質の監視は,従 来は人手 による方法が中心であった.し か し中継数の急増によ

り,伝 送信頼性,運 用 コス ト(運 用監視 員の負荷軽減)の 観点か ら,そ の 自動化が強 く求め られ

ている.

第5章 で も触 れたように,ア ナ ログテ レビ伝送 においては,テ レビ信号 のブランキング期間を

利用 したVertical Interval Test Signal(VITS)の 重畳により,伝 送画質の自動監視が可能であっ

た.し か しデジ タル伝送においては,こ の手法 を利用す ることはで きない.そ の理由は,ア ナロ

グ信号劣化が画面領域 とブランキング領域の区別 な く発生す るのに対 し,デ ジタル伝送で は画像

信号圧縮時にこれ ら2領 域 を区別 して扱 うため劣化の発生の仕方が異 なるか らである.し たがっ

てデジタル伝送においては,画 面領域その ものを監視す る必要がある.そ の ようなデジ タル伝送

映像の 自動遠隔監視技術 は,い まだ確立 されてい ない.第4章 と第5章 では2重 化伝送 を前提 に
一つの解決策 を示 したが

,テ レビ中継の全 てが2重 化 されているとは限 らないため,完 全ではな

い.

第2章 で説 明 した ように,デ ジ タル伝送 画 質 自動 評価 法の枠組 と しては,Full Reference

(FR:原 画 と受信画 を直接比較),No Reference(NR:受 信画のみで評価),Reduced Reference

(RR:原 画の特徴量 を抽出伝送 し受信側 と比較)の3種 類が考えられてお り[1],こ の うち実伝送

中の監視に最 も適 しているのは,RR方 式 と言える.ま たRR方 式で使用 されるべ き特徴量 とし

ては,従 来,文 献[2]に あるANSI規 格の ような ものが提案 されているが,具 体的な評価尺度は

確立 していない.
一方

,従 来か ら画像符号化な どで広 く客観指標 として使用 されているPSNRが,人 間の主観

評価値 に対 し,既 存のFR手 法 と同等の相関 を有す ることが報告 されている[3].す なわち,原

画側 からは限 られた情報 しか抽出 しないRR方 式に よりPSNRを 推定するこ とがで きれば,FR

の枠組 にお ける主観画 質の自動測定手法 と同等 の画質評価を遠隔で 自動的 に行 なえることにな

り,そ の価値 は高い.

そこで,本 検討 の目的 としては,映 像伝送チ ェーンを遠隔 自動監視するRR方 式 において,低

速の特徴量伝送回線で,な るべ く高精度 にPSNRを 推定す る手法 を求めるこ ととする.

以下,6.2に おいて,課 題 と検討対象 について説明 した後,そ れ を解決する方式 として,6.3に

おいてスペ ク トル拡散 と直交変換係数抽 出による遠隔PSNR推 定方式 を提案す る.6.4で 計算機



図6.1:映 像伝 送チ ェー ンの監 視

シ ミュ レーシ ョンによ り提案方式の有効性 を示す.6.5で 提案方式 を実装 した試作装置 について

触 れ,6.6で まとめと今後 の課題 を述べ る.

6.2 課題 と検討の対象

第2章 に述べた とお り,自 動画質評価法の枠組 として検討されているFull Reference(FR)法,

No Reference(NR)法,Reduced Reference(RR)法[1]の うち,FRは 原画 を必要 とするため送

信点 と受信点が地理的 に離れている運用監視では不適当,ま たNRは 監視精度に問題がある.一

方,こ れ らの中間に位置づけられるRRは,入 力映像 に関す る特徴量 などの情報 を監視用 回線に

て送 るため,NRに 比べて正確 な判定が期待で きるとともに,FRの ように原画その ものは必要

としないため,よ り運用監視に適 した形態であるといえる.

そこで我 々は,こ のRRを さらに映像伝送チェー ンの遠隔監視 に適用するため,図6.1に 示す よ

うな形態を検討の対象 とする.す なわち,各 映像伝送のポイン トにおけるベースバ ン ド映像から,

特徴量 を抽出 し,中 央監視室 に向けて監視用回線で伝送する.監 視室で,特 徴量を比較することに

よ り,各 リンクの監視が可能 となる.(な お,圧 縮符号化 について補足する と,送 出側 で符号化

された信号が最後の リンクまで伝送 されるとは限 らず,途 中段階で再度圧縮 され,符 号化劣化が

変化する ような場合 もあ りうる).

以下では,こ の リンクから2点 を取 り出 し,送 信側 と受信側 と定義 して,こ の間の画質劣化 を推

定する枠組 を検討す る.具 体的な目標は,6.1に 述べ た ように,な るべ く低速の監視用(特 徴量伝

送)回 線 で,な るべ く高精度に受信画像のPSNRを 推定することであ る.



6.3 スペ ク トル拡散 と直交係数抽出によるPSNR推 定方式

6.3.1 直交変換係数の比較によるMSEの 推定

受信画像のPSNR推 定のためには,直 交変換係数の抽 出,比 較による方式が考 えられる.

原信号をx(t),受 信信号 をy(t),画 素数 をN,x(t),y(t)の 直交変換信号 をX(f)の,Y(f)と お く

と,Parsevalの 公式を用いて,受 信画像 の原画像 に対する平均 自乗誤差MSEは 次のようになる.

つま り各直交変換係数の送受信 での差分の2乗 平均 がMSEと なる.

ここで,あ る位置fiの 係数値 を用 いてMSEを 推定することを考 える.す なわちその推定量 を

e2iとすると

と して,MSEを 推 定す るこ とが で きる.

6.3.2 推定精度に関する検討

実際には,画 像 シーケ ンス全体 を変換 して1係 数だけを抽 出するのでは誤差が大 きい と考え ら

れるため,複 数係数 を抽 出する.す なわち,シ ーケ ンスを適当なサイズのブロ ックに分割の上,変

換,係 数抽出 を行 う.各 ブロックか ら抽出する係 数は,1個 とは限らない.こ の時の推定誤差 につ

いて考察する.

次の記号 を用いる.

mを 各ブロ ック内の抽出係数の個数 とし,nを 対象画像 シーケ ンス全体でのブロックの個数 と

する.シ ーケ ンス全体での抽出係数の総数はmn個 になる.

またe2aを シーケ ンス全体でのMSEと し,e2(k)を ブロ ックkのMSE(1〓k〓n)と する.こ

れらに対 しe2aとe2(k)を それぞれe2a,e2(k)の 推定値 とする.

e2(j,k)を,ブ ロックk内 の係数jの みを用 いて推定 した,e2(k)の 推定値(1〓j〓m)と す

る.X(j,k),Y(j,k)を それぞれ送信側,受 信側 のブロックk,係 数位置jの 直交変換係数 とする と,

e2(j,k)=|X(j,k)-Y(j,k)|2で ある.

求めるMSEの 推定値e2aは,次 のようになる.

これ よりe2aの 分散(推 定誤差)は 次の とお りとなる.

ただ し,共 分散Covの 和 には,同 一の値 とな る

Cov(e2(j,k),e2(j′,k′))とCov(e2(j′,k′),e2(j,k))が ともに含 まれ る.



6.3.3 提案方式1(SSWHT-RR)

前節 の検討 に よ り,各e2(j,k)の 相 関が小 さ く,そ れぞれの分散値が小 さいほ ど,高 精度 の

MSE推 定がで きるこ とがわかった.そ こで,そ うなるべ く,係 数を抽 出す る前の信号 を操作する

ことを考 える.す なわち,ス ペ ク トル拡散の利用 を検討する.

送受信それぞれの側 において,直 交変換前 の信号 に対 し,共 通のPN系 列(+1と-1が ランダ

ムに発生 する系列)信 号SPNを かける.こ のスペ ク トル拡散後の送受信信号の差分 自乗平均は

とな り求めるMSEに 等 しい([SPN(t)]2=1よ り).

従 ってスペ ク トル拡散後の信号 を直交変換 し,そ の係数抽出によ りMSEを 推定すれば,そ れが

求め ようとしている もの となる.

スペ ク トル拡散による白色化によ り,上 記の各e2(j,k)間 の相関やVar(e2(j,k))を 小 さ くで き

ると考え られ,従 って,高 精度のMSE推 定 を期待 で きる.

また,直 交変換 としては,各 係数が複素数 となるFFTや 実数 となるDCTよ りも,整 数係数 と

なるWHTが,演 算規模お よび各係数の表現 ビッ ト数 を小 さ く抑え られる(監 視用 回線速度 を低速

にで きる)点 か ら,適 している といえる.

以上 よ り,次 の ような,ス ペ ク トル拡散(Spread Spectrum;SS)とWHT係 数抽 出に よるRR

型の遠隔映像 品質評価方式(SSWHT-RR方 式)を 提 案す る(図6.2).

(1) 送受信側 それぞれ において,映 像の各 フィール ドごとにPN系 列をかける.

(2) 画像をブロックに分割 し,ブ ロ ックごとに,WHTを かける.

(3) 送受信側 それぞれか ら,あ らか じめ定めた位置の係数を抽 出,中 央監視室へ向けて監視用

低速回線で伝送す る.

(4) 中央監視 室では,式(6.1)に 基づ き,MSEを 推定,PSNRに 換算す る.

本方式では,図6.2に 示 した ように,ス ペ ク トル拡散前 に視覚特性 フィルタをかけることに より,

視覚特性 による重み付けPSNR(WSNR)[4]も 推定で きる.

6.3.4 劣化 の分布 とスペ ク トル拡散の効果 について

本方式 では,式(6.3)を 見 るとわかる ように,送 受信信号 の差分信号(劣 化)に 対 してPN系 列

を乗算,ス ペク トル拡散 をしているということがで きる.

圧縮符号化 に よる劣化 は,画 像 シーケ ンス全体 に渡 って比較 的まんべ ん無 く重畳 しているた

め,PN系 列の乗算 によるスペ ク トル拡散が比較的有効に働 くといえる.

ところが伝送路 障害な どに より発生す る劣化 は,特 にMPEG-2な どのブロ ックベース符号化の

場合,局 所 的なブロ ック歪 となって現 れることが多い.す なわち画面上のブロック歪 が発生 してい

る部分で送受信 画像の差 分が非常 に大 きくな り,そ の他の部分 では符号化劣化のみ とな り小 さく

なる.

この ような局所性 の強い信号 に対 してPN系 列 を乗 じて も,直 交変換係数 間に相関が残留 し白

色化が充分 に達成 されない.す なわち式(6.2)の 共分散 の項が大 きくな り,符号 化劣化 の推定 に比

べ ると誤差が増大すると考 えられる(こ れに関 しては6 .4で実証す る).

そ こで,画 面内の局所的劣化 に対 して も有効 に白色化 で きる方式が望 まれる.



図6.2:提 案方式1の 構成(SSWHT-RR)

6.3.5 提案方式2(SSSWHT-RR)

前述 のとお り,空 間領域で広範囲に広が っている符号化 ノイズに対 しては,ス ペク トル拡散(空

間領域でのPN系 列乗算)が 有効 である.一 方,局 所的な劣化は,不 確定性原理 により,周波数領域

上では逆 に広範囲に広がって存在 している.こ れ らのことか ら,局 所的劣化 に対 しては,周 波数領

域上 でPN系 列 を乗算 し,そ れを空間領域 に戻 す ことにより,有 効 に拡散 を行 える と考 えられる.

これ を空間拡散 と呼ぶ ことにする.こ の場合,抽 出対象は直交変換係数ではな く,画素 となる.

さらに,い ずれの劣化 に対 して も対応可能 とするためには,ス ペ ク トル拡散 と空間拡散 を両方施

した上で画素 を選択抽 出,伝 送することが考 えられる.こ のスペ ク トル/空 間複合拡散(Spread 

Spectrum/Space;SSS)と 画素抽出による遠隔PSNR推 定方式(SSSWHT-RR)を,第2の 提案

方式 とする(図6.3).

(1) 送受 信側 それぞれにおいて,映 像の各 フィール ドご とにPN系 列 をか ける.な お この

前段 と して,視 覚特性 を表す フ ィル タ処 理 を加 える と,求 まるPSNRは 視覚特性重 み付 き

SNR(WSNR)と なる[4].

(2) 画像 をブロックに分割 し,ブ ロックごとにWHTを かける.

(3) 送受信側それぞれにおいて,WHT係 数 に対 し,PN系 列をかける.

(4) 送受信側それぞれにおいて,逆WHTを 施す.

(5) 送受信側それぞれか ら,あ らか じめ定めた位置の画素 を抽 出,中 央監視室へ 向けて監視用

低速回線 で伝送する.

(6) 中央監視室 では,次 のe2a(送 受信側か らの抽出画素値の差分 自乗平均)に より,MSEを



図6.3:提 案方式2の 構成(SSSWHT-RR)

推定,PSNRに 換算する.

ここにmは ブロ ック内の使用画素の個数,nは シーケンス全体での ブロックの個数である.

x(j,k),y(j,k)は それぞれ送信側,受 信側 のブロックk,位 置jの 画素である.

提案方式1に 比べ ると,(3)(4)が 追加 され,そ れに従い(5)(6)の 抽出/計 算対象が直交変換係数

か ら画素 に変更 されている.

したがって,演 算規模 を小 さ く抑えたい場合は提案方式1を,局 所的劣化の推定 も含めて推定精

度 を優先する場合には提案方式2を 使用す るのが適 してい る.

6.3.6 係数の表現 ビッ ト精度に関 する検討

上記提案方式 においては,抽 出係数 ・画素(以 下係数 とのみ記す)を 伝送 する回線 をなるべ く

低速で済 ませるため,1係 数あた り何 ビットで表現す るかが重要 となる.そ こで,係 数 をある ビッ



ト数で丸めた時の,推 定精度 に対する影響 について検討する(こ こでは提案方式1の 式 に基づい

て検討す るが,提 案方式2に ついて も全 く同様 となる).

この丸め誤差 を,送 信側,受 信側 それぞれdx(j,k),dY(j,k)と お く(j,kの 定義は6.3.2と 同

じ).こ の時,表 現 ビッ ト数 を考慮 した推定値E2aは,次 の ようになる.

こ こに

で ある.

Σ{dx(j,k)-dY(j,k)}{X(j,k)-Y(j,k)}は 他 の項 に比べ て充分小 さい とみ なせ るの で,

第1項 と第2項 は独立 とみなせるので,MSEの 推定誤差分散は,

つ ま り表 現 ビッ ト数 を十分 とる場 合 に比 べ,誤 差分 散がVar(1/mnΣmj=1Σnk=1[dX(j,k)-

dY(j,k)]2)だ け増 加 す る.各 位 置 の係 数 の[dX(j,k)-dY(j,k)]2は 互 い に独 立 とみ なせ るの

で,こ れ は

に等 しく,さ らに各位置の係数のビッ ト精度 を同 じとすれば,こ れは,任 意のj,kに おける

に等 しい.す なわち,一 様分布 をなす変数dX(j,k),dY(j,k)の 差の 自乗の分布 の分散 の1/mnと

い うことになる.

そこで各係数の下位bビ ッ トを四捨五入で丸める とすると,本 章末尾の付録 に示す計算 より,

となる.こ れ と式(6.2),式(6.8)よ りMSEの 推 定誤差 分散 は,

とな る.こ こに(…)はj,kに 関 す る平均 を表す.

従 って,推 定誤差 を増 大 させない範囲で係数伝送回線 を低速 に抑 えるには,第3項 が第1項+

第2項 に比べ十分小 さい範囲でbを なるべ く大 きくすれば よいこ とがわかる.



6.3.7 ブロックサイズと推定誤差 に関する検討

直交変換 ブロックサ イズと推定精度 の関係 について検討する.

1フ レームの画面全体 のMSEを 推定するとする.

ブロックサイズが大のとき

例 えば画面全体 を仮想 的に一つのブロックと考え,そ こか らL個 係数を抽出する もの とする.す

なわち式(6.2)に おいてn=1,m=Lと す る.

この場合,式(6.2)の 第1項 の各Var(e2(j))(kは1し かとり得ないので省略)は,同 一 ブロ ック

内の各係 数によるMSE推 定誤差の分散である.こ れ らは,PN系 列乗算 に よる拡散 を前提 とす れ

ば,ほ ぼ同等 と考え られる.そ こで,誤 差の決定要因は第2項 に寄与するe2(j)ど うしの相関の大

きさとなる.

提案方式2は,こ の第2項 を小 さ くするのに有効 な方式 とい える(こ の場合 は上述の通 り空 間

領域で画素の抽出 となる).

ブロックサイズが小 のとき

一方ブロ ックが小 さい場合
,例 えば各 ブロックか ら1個 だけ係数 を抽出す ることとし,総 ブロッ

ク数 をL個 とする.す なわち式(6.2)に おいてn=L,m=1と する.

この場合,式(6.2)の 第2項 のe2(k)(jは1し か とり得ないので省略)は,各 ブロックのMSEの

推定誤差である.こ れ らは,画 面全体でのPN系 列乗算 による拡散 を前提 とすればほぼ無相関 と考

えられる.そ こで,誤 差の決定要因は第1項 の ΣLk=1Var(e2(k))と なる.

そこで,次 に,こ のよ うにブロックサイズが小 さい場 合に,符 号化劣化の ようにシーケ ンス全体

に平均 的に散 らばった劣化 と,伝 送路エ ラー劣化の ように局所 的な劣化の各々を推定す るときの

推定誤差 について考察す る.

全体のMSE(=ブ ロックMSEの 平均)は 一定 とする.す なわち

また,各e2(k)初 の標準偏差(推 定誤差)は 各e2(k)に 比例す ると考 えられる.す なわち

この仮定は,本 方式においては画素値の大 きさに依存 した処理 を行 っていないことか ら,妥 当なも

の といえる.こ の とき,式(6.2)は

すなわち,e2(k)=xkと お くと,Σkxk=C(一 定)の もとでの関数 Σkx2kの 大小 に関する問題 と

なる.こ れは,よ く知 られているように

の時に最小値 をとる.す なわち,平 均的な劣化の方が局所的劣化 よりも推定誤差が小 さいこととな

る.

この性質を定性的 に説明すると,MSEが ブロック毎に大 きく違 うと,多数のブロックのMSE推

定値 を平均 した ときの個 々の誤差の相殺効果が低下す るとい うことがで きる.

本考察は次の実験の 中で実証する.



図6.4:表 現 ビッ ト数 とPSNR推 定誤差分散の関係

6.4 計 算機 シ ミュ レー シ ョン実験

6.4.1 表 現 ビッ ト数 と推定 精度

まず,前 節 で考 察 した1係 数 当 た りの表 現 ビ ッ ト精度 につ い て検 討す る.

6種 類のSDTVテ ス ト動 画像(さ まざ まな絵 柄 を含 む ように,ITU-R標 準 テス ト動 画像 とITE

標 準HDTVテ ス ト動 画 像[標 準TVサ イ ズ に切 り出 し]か ら選択 したcheerleaders,flamingoes,

green leaves,marching in,mobile & calendar,soccer,各30フ レー ム)に つい て,MPEG-2TM5

に よる符号化(45,22,11,6Mbps)を 行 ない,Y信 号 を対象 として実験 を行 な う.

WHTブ ロ ックサ イ ズ は,1フ ィー ル ドを1個 で覆 う1024x256と す る.た だ し,画 面外 は送 受

信 側 と もに レベ ル128で 埋 め た後 にスペ ク トル拡散 を行 な う.

抽 出係 数数 は,ブ ロ ックあ た り8個 とし,丸 め に よ り表 現 ビッ ト数 を可 変 に してPSNRの 推 定

誤 差分 散 の変化 を調べ る.(な お,ス ペ ク トル拡 散 後 の抽 出 であ るた め,係 数抽 出の位 置 に対 す

る感度 は低 く,任 意 の位置 を選 べ ば よい).

PSNRは,60フ ィール ド(1秒 間)で の平均 とする.従 って,60×8=480個 の係数 から,1

秒 間の平均MSEを 推定 し,そ れ をPSNRに 換算す る.推 定方式 としては,提 案方式1(SSWHT

-RR)を 用いる.

各表現 ビッ ト数 について,6画 像 ×4ビ ットレー トの計24種 のPSNRの 推定値 と真 のPSNR

の組が得 られる.そ の回帰直線 からの誤差2乗 平均 を,そ の表現 ビッ ト数でのPSNR推 定誤差分

散 とする.

図6.4に,得 られた表現 ビット数 とPSNR推 定誤差分散の関係 を示す.

図6.4を 見 る と,表 現 ビッ ト数が18ビ ッ トか ら10ビ ッ トまで はほ ぼ同 じ誤差(誤 差 分散約

0.07[dB2],標 準偏差約0.26[dB])で あるが,9ビ ッ トにまで丸められる と,急 激 に誤差が増大 して

いる.こ れは,丸 め による推定誤差への影響が指数関数的であるとい う式(6.10)の 結果 と合致 し

ている.

そ して,表 現 ビッ ト数が10ビ ッ トの時に誤差分散0.076な のに対 し,9ビ ッ トとす ると0.110と



図6.5:係 数伝送 回線速度 とPSNR推 定誤差分散 の関係(SDTV,符 号化劣化).縦 軸括弧内は推定

誤差の標準偏差.

なる.統 計的推定で はサ ンプル数がn倍 になる と誤差分散が1/n倍 になるが,(0.110/0.076)=

1.45>(10/9)で あるため,表 現 ビッ トを10ビ ッ トから9ビ ッ トに削減するよ りは,10ビ ッ トの

まま抽出係数数 を減 らした方が効果的 とい うことになる.

この実験結果よ り,こ のWHTブ ロ ックサイズの場合,抽 出係数の表現 ビッ ト数を10ビ ッ トに

丸めるのが,推 定精度 と係数伝送速度 の トレー ドオフの観点か ら最適であることが わかった.

6.4.2 符号化劣化の推定精度

前節 と同 じテス ト画像,符 号化 ビッ トレー ト,WHTブ ロックサ イズにより,符 号化劣化のPS

NR推 定実験 を行 なう.実 験対象は,提 案方式1(SSWHT-RR),提 案方式2(SSSWHT-RR),

お よびスペク トル拡散をせずにWHT係 数抽出を行 う比較方式である.

1係 数あた りの表 現 ビッ ト数 は提案方式1,2に ついては丸め によ り10ビ ッ トとした.こ れは,

提案方式1に ついては前節 の結果 に従 った.ま た提 案方式2に ついて も同様 の実験 によ り決定

した.ま た比較方式 について も同様の実験 に より19ビ ッ トと決定 した.比 較方式 につい てはブ

ロック内の係数抽 出位置に より精度が異 なるため,予 備実験 に より推定精度の高か った比較的低

域の周波数領域か ら抽出 した.

そ して,1ブ ロック(こ こでは前節の通 り1フ ィール ド)か らの係数抽 出数 を1個 か ら256個 ま

で変化 させて,必 要 となる係数伝送回線速度 と推定精度(PSNR推 定誤差分散)の 関係 を求める.

具体的には次の ようになる.

PSNRは,60フ ィール ド(1秒 間)で の平均 とする.従 って,60×(上 記抽 出数)個 の係数 か

ら,1秒 間の平均MSEを 推定 し,そ れをPSNRに 換算する.抽 出数の各場合 について,6画 像 ×4

ビッ トレー トの計24種 のPSNRの 推定値 と真 のPSNRの 組が得 られる.そ の回帰直線か らの誤

差2乗 平均 を,そ の抽出数(係 数伝送速度)に おけるPSNR推 定誤差分散 とする.

図6.5に 抽 出係数(画 素)伝 送回線速度 とPSNR推 定誤差 の関係 を示す.横 軸 の値 の変化 は,1

ブロック当た りの抽 出数の変化(1-256個)に 対応す る.な お,PSNR推 定誤差 は,画 像 の種

類や ビッ トレー トに対 して,特 に依存性 は見 られなか った.

図6.5の 提案方式1,2(Proposed 1,2)を 見る と,係 数伝送速度がn倍 になる と誤差分散が1/n



図6.6:係 数伝送回線 速度 とPSNR推 定誤差分散の関係(HDTV,符 号化劣化).縦 軸括弧内は推

定誤差 の標準偏差.

倍 になる傾 向を示 している.こ れは各サンプルの相関が小 さいことを表 してお り,よ い傾 向 とい

える.比 較方式(Without SS)に おいては,係 数伝送速度が増加 して も提 案方式ほ どは誤差分散

が小 さ くならない.こ れは,ス ペ ク トル拡散が行 なわれていないことにより,各 サ ンプルに相関が

あるため といえる.

提案方式では,ス ペ ク トル拡散 をしない場合 に比べ,誤 差分散が,2桁 か ら3桁 小 さ くなってお

り,大 幅に高精度になることがわかる.た とえば,比 較方式では300kbpsの 回線 を用いて も達成で

きない推定精度(誤 差分散0.6[dB2]標 準偏差0.8[dB])が,提 案方式ではわずか0.6kbpsの 係数伝

送回線 で達成で きている.

また,符 号化劣化 を対象 とした本実験では,提 案方式1と2の 推定性能 に大差がない ことが確認

で きる.こ れは,前 述の通 り,符 号化劣化 は画面全体 に比較的万遍な く重畳 してお り,1回 のス

ペ ク トル拡散(空 間領域 でのPN系 列乗算)で 十分 に白色化が行われるか らである.

次 に,HDTVテ ス ト画 像 につ いて 同様 に実験 を行 な う.ITEテ ス ト画像 のbronze,flamingoes,

green leaves,oarching in,opening ceremony,soccer,swinging,whaleの8種 類 を使 用,符 号 化

ビ ッ トレー トは15Mbps,30Mbps,60Mbpsの3種 類 で行 なった.SDTVの 場 合 と同様,MPEG-

2TM5[5]で 符号 化 した.

本 実験 で は,WHTサ イズはHDTVの1フ ィール ドを覆 う2048×1024で 行 なっ た.有 効 画 面

の外 側 は上 と同様 に128で 埋 め た.

また,SDTVの 場 合 と同様,あ らか じめ適切 な係 数表現 ビ ッ ト数 を調べ た結果,提 案方 式1,2で

10ビ ッ ト,比 較方 式(SSな し)で17ビ ッ トとな った ので,こ の値 を用 いて係 数 伝 送 回線 速度 を

算 出 した.抽 出係 数数 は1～512個 まで変化 させ た.

PSNRは,60フ ィー ル ド(1秒 間)で の平均 とす る.従 っ て,60×(上 記 抽 出数)個 の係 数(提

案方 式2の 場合 は画 素)か ら,1秒 間 の平均MSEを 推定 し,そ れ をPSNRに 換算 す る.各 抽 出数

の場 合 につ いて,8画 像 ×3ビ ッ トレー トの計24種 のPSNRの 推 定値 と真 のPSNRの 組が得 ら

れ る.そ の 回帰 直線 か らの誤 差2乗 平 均 を,そ の抽 出数 にお け るPSNR推 定誤差 分散 とす る.

図6.6に 抽 出係 数(画 素)伝 送 回線 速 度 とPSNR推 定誤 差 の関係 を示す.横 軸 の値 の変 化 は,1

ブ ロ ック当た りの抽 出数 の変化(1-512個)に 対 応 す る.



図6.6よ り,提 案方式 は,SDTVの 場合 と同様,比 較方式に比べ大幅 に推定精度が高 いことが

わかる.ま た,提 案方式の係 数伝送速度対誤差分散の関係 は,SDTVの 場合 とほぼ一致 している.

つ ま り,提 案方式のPSNR推 定精度が画面サ イズには よらず,ほ ぼ係数の抽出数 にのみ依存 して

いるとい える.こ れより,次 の ように考 えることがで きる.

式(6.2)の 第2項 は十分小 さい と考 えられるので,第1項 のみ考 えると,こ れは次のように置

き換え られる.

ここにVar(e2(j,k))はVar(e2(j,k))のj,kに 関 す る平 均値 で あ る.

したが って この値がブロ ックサイズに依存 しない とする と,誤 差分散 は抽 出係数総数mnに よっ

て決ま り(反 比例),も ともとの画面サ イズ(SDTVやHDTV)に はよらない ことになる.上 記

の実験結果 より,こ の条件が成立 している もの と考 えられる.

6.4.3 伝送路誤 りによる劣化の推定精度

次 に伝送路誤 りによる劣化の推定精度について実験 を行 う.

SDTV画 像"cheerleaders"(60フ ィール ド)をMPEG-2 TM5で 符号化(45Mbps)し て得

たビッ トス トリームに対 し,ラ ンダムビッ ト誤 りを発生 させた後 にデ コー ドし,劣 化画像を得 る.

そのY信 号 を対象 として,提 案方式1(SSWHT-RR)と 提案方式2(SSSWHT-RR)の2通 り

で,遠 隔PSNR推 定特性 を調べ る.24種 類のビ ッ ト誤 り率 についてそれぞれ実験 を行 った.こ れ

らの誤 り率 は,そ の復号画像のPSNRが,6-45Mbpsで の符号化PSNRと 同等 となるように,選 択

した.こ れは前節の実験 と比較 しやす くするためである.

前節 同様,WHTブ ロックサイズは1024×256(1fieldを1blockで 覆 う)で 実験 した(有 効 画面

領域外 の値は送受信側 とも仮想的に レベル128で 埋め た).各 係数の表現 ビッ ト数 としては,前

節同様 予備実験の結果 よ り,丸めによ り10bitと した.

PSNRは,前 節 同様,60フ ィール ドでの平均 とす る,1ブ ロ ック(こ の場合 は1フ ィール ド)当

た りの抽 出係数(SSSWHTの 場合 は画素)数 を変化 させて推定誤差を調べ る.従 って,60×(上

記抽出数)個 の係数(画 素)か ら,1秒 間の平均PSNRを 推定する こととなる.各 抽出数の場合

について,24種 のPSNRの 推定値 と真のPSNRの 組が得 られる.そ の回帰直線 からの誤差2乗

平均 を,そ の抽 出数でのPSNR推 定誤差分散 とす る.

図6.7に 抽出係数(画 素)伝 送 回線速度 とPSNR推 定誤差の関係 を示す.横 軸の値 の変化 は,1

ブロック当た りの抽出数の変化(1-512個)に 対応する.

図6.7よ り,例 えば監視回線速度150kbpsに おいて,誤 差分散が,提 案方式1の0.3に 対 し提案

方式2で は約15分 の1の0.02と,大 き く改善 している.こ の向上効果 は抽 出個数が多いほ ど大 き

い.こ の理由は,提 案方式1に おいては抽 出係数 間の相関が大 きく(次 節),抽 出数の増加 に伴 う精

度向上の統計的効果が得 られに くいか らである.

6.4.4 相関係数の比較

提案方式1(SSWHT-RR)と 提案方 式2(SSWHT-RR)に おけ る抽 出係数(画 素)間 の相 関を

表6.1に 示す.ブ ロックサ イズは前節 同様,SDTV1フ ィール ドを覆う1024x256で ある.こ の1



図6.7:係 数伝送回線速度 とPSNR推 定誤差分散の関係(SDTV,伝 送路 エラー).縦 軸括弧内は推

定誤差の標準偏差.

表6.1:提 案方式1(SSWHT-RR)と 提案方式2(SSWHT-RR)に お ける抽 出係数(画 素)間 の

相関係数.

ブロックあた り適当 な間隔で660個 の係数(画 素)を 抽 出 した際の隣接係数(画 素)間 の相関係数

である.伝 送路エ ラーあ りの場合 と符号化劣化のみの場合について,前 記24種 類の復号画像での

平均値 を示 している.

この表 を見れば分か るように,提 案方式2で は提案方式1に 比べ,抽 出係数(画 素)間 の相関が

2桁 小 さい.ま た,伝 送路エラーの場合には符号化 ノイズの場合に比べていずれの方式で も相 関が

高い.6.3.7で 考察 した ように,ブ ロックサ イズが大 きい場合 にはこの相関が全体の誤差に大 きく

影響 している.

6.4.5 ブロックサイズに関する比較

以上はブロ ックサイズが大 きい場合であったが,次 にブロックサイズを16x16と し,1ブ ロック

当た り1係 数(画 素)を 抽出 して実 験を行 う.他 の実験条件 は上記のSDTVの 場合 と同様である.

1フ ィール ドあた りの抽 出数は660個 となる.

表6.2に,ブ ロックサ イズの大小 による推定誤差 分散 の比較 を示す.ブ ロックサ イズ大(1フ ィ

ール ドを1ブ ロックで覆 う)の 場合 も,適 当な間隔で660個 の係数(画 素)を1フ ィール ドあた り

抽出 した.伝 送路エラーあ りの場合 と符号化劣化 のみの場合 について,前 期24種 類 の復号画像で

の平均値 を示 している.

この表か ら,符 号化劣化測定 に関 しては,い ずれの方式,ブ ロックサ イズで も同等の高 い推定精



表6.2:提 案方式1(SSWHT-RR)と 提案方式2(SSWHT-RR)に おける推定誤差分散[dB2](ブ

ロックサ イズが大 きい場合 と小 さい場合).

度が得 られることが確認で きる.

しか し伝送路エラー劣化測定 に関 しては,特 にブロックサイズが小 さい場合 に,6.3.7で考察 した

とお り,符号化劣化測定 よりも推定誤差が非常 に大 き くなっている.し か しなが らその場合で も,

提案方式2で は,提 案方式1に 比べ約3分 の1の 誤差に抑 えられている.そ の理由 としては,小 ブ

ロ ック内部で も劣化が局所的 に分布 してい るケースが多々あることが考え られる.

以上 により,空 間領域 と変換領域両方で拡散 を行 なう提案方式2が,符 号化劣化 と伝送路エ ラー

劣化両方に対 し高精度 に適用可能 とい う点で,提 案方式1よ り優 れていることが示 された.し か し

実装規模 の点では提 案方式1が 約半分 と簡易で良いため,測 定対象が符号化 ノイズのみの場合 に

は提案方式1を 選択するのが よいといえる.

6.5 遠隔画質監視 システムの試作

SSWHT-RR方 式を実装 した遠隔画質監視 システムを試作 した.

スペ ク トル拡散 と直交変換,係 数抽 出をFPGAと して実装 し(表6 .3),そ れ を用いた ノー

ド装置(図6.1に おけるRE[Reference Extraction]ユ ニ ッ ト)を 製作 した(図6.8).送 ・受信

側 からの係数の比較,PSNR推 定は,監 視用ホス トPCに ソフ トウェアで実装 した.

なお,本 システムは,映 像 に不可視マーカを埋め込んで受信側で受信映像のみか らその高精度

監視 を可能 とす る不可視マー カモー ド[6]で の動作 も可能 となっている.ノ ー ド装置の諸元 を表

6.4に 示す.

今後,本 試作 システムをもとに,多 地点多入力同時監視のための商用 システム化 を図る予定で

ある.

表6.3:SSWHT方 式を実装 したFPGAの 諸元



図6.8:ノ ー ド装 置 の写真

表6.4:ノ ー ド装 置 の諸元

6.6 本 章 の ま とめ

映像伝送チェーンの送受信側それぞれか ら映像の特徴量 を抽出す るRR型 の画質監視方式 とし

て,ス ペ ク トル拡散 と直交変換係数抽 出に基づ くPSNR推 定方式(SSWHT-RR及 びSSSWHT-

RR)を 提案 した.

スペ ク トル拡散による信号 の白色化によ り,抽 出係数が少数で も高精度なPSNR推 定が実現で

きる,ス ペ ク トル拡散後の直交 変換 としては,実 装が容易で整数係 数 となるWHT変 換が適 して

いる.

符号化劣化 を測定対象 と した場合のPSNR推 定精度は,SDTVやHDTVな どの画面サ イズ

によらず,監 視 回線速度40kbpsで 誤差約 ±0.1dBで ある.

SSWHT-RRで はスペ ク トル拡散 と直交変換 係数抽出 を行 うの に対 し,SSSWHT-RRで は,

変換領域 でのPN系 列乗算(空 間拡散)と 逆直交変換が加わっている.し たがってSSSWHT-RR

はSSWHT-RRに 比較す ると,符 号化劣化のみ ならず伝送路エラーに起因す るような局所的 な劣

化の場合で も,抽 出対象画素 同士の相 関 を小 さ く抑え ることが可能 となる.こ のため,SSWHT-

RRで は局所的 な画質劣化に対 しては,抽 出数 を増や して もあまり推定精度が向上 しなかったの

に対 し,SSSWHT-RRで は,抽 出数の増加に伴い推定 精度が順調 に向上する,伝 送路エ ラー劣

化 を測定対象 とした場合のPSNR推 定精度 は,監 視 回線速度40kbpsで 誤差約 ±0.3dBで ある.

伝送路エ ラー劣 化に代表 される局所 的劣化が存在 する とき,変 換ブ ロックサ イズは なるべ く

大きいほ うがPSNR推 定精度はよ くなるが,16x16程 度の小 ブロックサ イズで もSSSWHT-RR



はSSWHT-RRに 比べてよ り有効である.

本 章 で は,平 均 のPSNRを 推 定 す る方 式 を提 案 した が 実 際 の伝 送 映 像 の監 視 に 際 して

は,PSNRに は大 きな影響 を与 えないまで も主観画質上 目立つ ような,伝 送路 エラーなどに起因す

る画像の 「キズ」の発生の検知が重 要である.そ こでその具体的な方法 の確立が今後の課題 とな

る.ま た,こ の ためには提案方式 において変換 ブロ ックサ イズを小 さ くす ることが考 えられるが,

す ると抽出係数数が多 くなる.そ こで この場合の監視 回線速度の削減方法 も,今 後の検討課題 とな

る.

なお,本 章 で提 案 した方式で は,映 像に対 し視覚特性 フ ィル タをかけてか ら処理 を行 うことに

より,視 覚重み付 きWSNRも 測定可能である.

本検討 により,デ ィジタル映像伝送チェー ンの運用保守の高度化,低 コス ト化の一助 としたい.



本章の参考文献

[1] ITU-T Recommendation J. 143: "User requirements for objective perceptual video quality 
  measurements in digital cable television" (2000).

[2] ANSI T1.801.03-1996: "Digital transport of one-way video signals-parameters for objective 
  performance assessment" (1996).

[3] A. M. Rohaly, et al.: "Video Quality Experts Group: Current results and future directions", 
  Proc. SPIE, Vol. 4067, Perth, Australia, pp. 742-753 (2000).

[4] B. Chitprasert and K. R. Rao: "Human visual weighted progressive image transmission", 
  IEEE Trans., COM-38, 7, pp. 1040-1044 (1990).

[5] ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 Test Model Editing Committee: "MPEG-2 Video Test Model 
  5" (1993).

[6] O. Sugimoto, R. Kawada, M. Wada and S. Matsumoto: "A method for estimating psnr of 
  coded pictures using embedded invisible markers without reference pictures", Proc. IEEE 
  International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, 

  Nashville, Tennessee, USA, pp. 42-46 (2001).

付 録:式(6.9)の 導 出

係数の下位bビ ットを丸めた時,丸 め誤差分布の一様分布の幅を2aと お くと,

となる.こ の と き,dX,dYの 一様 分布 は平均0,分 散a2/3で あ り,(dX-dY)の 分 布 は これ ら互 い

に独立 とみ な され る一様 分布 の差分 布 になる.こ れ は底辺 の長 さ4a,高 さ1/(2a)の2等 辺 三 角形

分 布 とな り,平 均0,分 散2a2/3と な る.こ の確 率 密度 関数 をp(x)と お く(x=dX-dY)と,p(x)

は次 の よ うに表現 され る.

求める分布はx2の 分布であるので平均Mは



になる.ま た分散Varは

と な る.


