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研究成果の概要（和文）： 

本研究は，コストパフォーマンスの高い画像符号化・配信のための実装技術の開発を目
的とし，動画像配信のための規格として定められた MPEG-4 に着目して下記の方針に基づ
いて研究を進めた． 

a) 上記の規格に対する並列処理法の開発を行う． 

b) 上記の規格で定められている各パラメータの最適設定を行う． 

c) ハードウェア量を抑えたハードウェアエンコーダ・デコーダの設計を行う． 

上記の研究テーマについて，a)空間分割による並列処理法の開発 b)ソフトウェアベースの
動画配信システムの最適遅延設定アルゴリズムの提案 c)特殊な形状の相互結合ネットワー
クにおける通信アルゴリズムの提案を行った．また，動画像の並列処理法の研究を通して，
LAN 内の分散環境上において並列処理を行うシステムの着想に至り，関連する要素技術の研
究を進めた． 

 
研究成果の概要（英文）： 

The purpose of this research is to develop the implementation methods of video 

encoding and transmission to achieve high cost performance. I focused the MPEG-4 

technology, the standard for video encoding and transmission, and researched the 

following themes: 

a) Develop the parallel encoding method of MPEG-4 standard. 

b) Optimize the parameters of MPEG-4 standard. 

c) Design the hardware encoder and decoder with low hardware cost. 

For research themes in above, I realized a) development of parallel processing method 

by spatial division b) To propose the optimal decision method of communication delay c) 

To propose the communication algorithm of interconnection network with particular 

topology. I also conceived the system which can process the video encoding with 

distributed environment of LAN in parallel and researched some topics with the system. 

 

交付決定額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2007 年度 2,300,000 0 2,300,000 

2008 年度 600,000 180,000 780,000 

2009 年度 500,000 150,000 650,000 

年度    

  年度    

総 計 3,400,000 330,000 3,730,000 

研究種目：若手（Ｂ） 

研究期間：  2007年度～2009年度   

課題番号：  19700102 

研究課題名（和文） MPEG符号化に基づく高効率な動画像符号化・復号の実装方式 

                     

研究課題名（英文） High-efficient implementation of encoding and decoding based on MPEG 

encoding 

研究代表者 

  三浦 康之（MIURA YASUYUKI） 

湘南工科大学・工学部情報工学科・講師 

 研究者番号：  40440292 

 

 



 

研究分野：総合領域 

科研費の分科・細目：情報学・メディア情報学･データベース 

キーワード： MPEG-4，SNMP，マルチコア CPU，並列処理，階層型相互結合網 

 
 
１．研究開始当初の背景 

近年におけるインター・イントラネットの
高速化により，大容量のデータ通信が可能と
なった．それに伴い，大容量の動画像データ
を配信する「ストリーミング」が注目されて
いる．動画像処理を実行する端末装置は，低
スペックの PC や高性能のサーバマシン，専
用ハードウェアや携帯端末など，多様化して
おり，各々の装置とも年々高性能なものとな
りつつある．このような背景により，動画像
配信のための国際規格として MPEG-4 が定
められた． 

また，近年の技術動向として，下記のように
安価なリソースが利用可能となっているの
も特徴として挙げられる 

・ PC の進歩が極めて早く，低価格化してい
る．特に，一つのチップ内に複数の CPU

コアを搭載したマルチコアCPUが登場し
ている． 

・ 一台数千円程度の安価な web カメラが登
場している． 

・ LSI の高集積化に伴い，動画像処理の専用
ハードウェアが安価に構築できる． 

MPEG （ Motion Processing Expert 

Group）符号化は，MPEG 委員会により定め
られている動画像符号化に関する国際規格
である．特に MPEG-4 は，ストリーミング
に適した規格として 1998 年に定められてお
り，オブジェクトベース符号化が可能になっ
ていることやストリーミング向けの規格が
定められていることに特徴がある．現在では
MPEG-4 をベースにした製品がソフト・ハー
ド双方ともに数多くリリースされている．近
年では MPEG-4 AVC とも呼ばれている
H.264が高い圧縮率を持つ規格として提唱さ
れている．H.264 規格は，規格化されて間も
ない符号化方式で，現在研究途上の段階であ
る． 

上記の背景に基づき，本研究代表者らは，
低コストで実現可能なストリーミングシス
テムの構築を進めてきた．その際，性能の異
なる端末により異なるパラメータ設定が必
要になることが問題になった．そこで，符号
化を行うハードウェアの性能により，フレー
ム間圧縮の可否を決定する VOP 選択アルゴ
リズムを提案した．また現在，同様の考え方
に基づいて，ハードウェアやネットワークの
性能により異なるタイミングで動画の配信

を行うタイミング処理方式の研究を進めて
いる．他にも，リソースの性能により最適化
すべきパラメータは多数存在するため，性能
の限られたリソースでストリーミングを行
うための研究を継続して進める必要がある．
あわせて，ハードウェア量を抑えたエンコー
ダ／デコーダのための基礎研究を進めてい
る．ハードウェア全体をマルチコアにして並
列実行する構成において，各コアに対して負
荷分散を行えば，ハードウェアコストの低い
エンコーダ／デコーダの構築が可能と考え
られる．まずは，そのための基礎技術の開発
が必要になる． 

 

２．研究の目的 

本研究は，コストパフォーマンスの高い画
像符号化・配信のための実装技術の開発を目
的とする．そのため本研究では，動画像配信
のための規格として定められた MPEG-4 に
着目し，下記の方針に基づいて研究を進める． 

a) 上記の規格に対する並列処理法の開発を
行う． 

b) 上記の規格で定められている各パラメー
タの最適設定を行う． 

c) ハードウェア量を抑えたハードウェアエ
ンコーダ・デコーダの設計を行う． 

 

３．研究の方法 

はじめに，下記のように研究を進めるにあ
たって必要な環境の整備を進めた． 

 実験用ソフトウェアの開発，および高速
化 

過去の研究において作成した MPEG-4ベ
ースのストリーミングソフトが存在する
ので，今回は，それを元に拡張作業を進め
た．元のソフトウェアは，デジタルビデオ
カメラからの映像に対する MPEG-4符号化
と配信の機能を持つが，後日実証実験を行
うにあたり必要な機能が不足していたの
で，USBカメラとの接続，多対多通信への
対応を進めた．あわせて，研究遂行の利便
性を高めるためのソースファイルの整理
を行った．さらに，既存のソースコードを
見直して実験用ソフトウェアの高速化を
行った． 
 PC 内・PC間並列化法 

MPEG-4を対象にし，近年になり登場した
最新アーキテクチャであるマルチコア CPU



における符号化処理方式の開発を行った．
具体的には，DCTごとに空間分割を行い，
複数の CPUコアで並列に処理する方法を検
討した．また，複数台の PC を利用した並
列化に関する検討も進めた． 
 チップ内並列処理のための結合網用通信
回路の設計 

チップ内におけるプロセッサコア間を
結合する結合網に用いるための通信回路
を設計した．結合網は，高性能な適応ルー
ティングを採用した．回路上の遅延が増大
する問題があるため，投機的処理により遅
延を低減する方法を検討した．投機的処理
の概要は，TESH網の適応ルーティングに関
する論文の方法を用いた． 
 その他のアルゴリズム開発 

タイミング処理，回線容量に適応した
符号化に関する研究を進めた．タイミン
グ処理に関しては，1対 1通信のタイミン
グ解析結果を基礎に，タイムスタンプ設
定法の検討を行った．回線容量に適応し
て符号量を変える技術については，
SNMP(Simple Network Management 
Protocol)を活用して回線容量を推定し
た． 

 
４．研究成果 
4.1.実験用ソフトウェアの開発，および高速

化 
過去の研究において作成した MPEG-4ベー

スのストリーミングソフトを元に，実験に
必要な環境を整えるための拡張作業を進め
た．後日実証実験を行うにあたり，USBカメ
ラを接続するために必要な準備を行った．
具体的には，Linux 用の xawtv を元に，USB
カメラからの映像を取り込み，映像の蓄積
が行えるソフトを作成した．また，音声送
受信機能の取り付け，双方向通信への対応
を行い，１対１の通信が可能なものにした．
また，SNMPに基づいて，端末である PC やネ
ットワークスイッチの帯域および通信トラ
フィックの監視を行う方法を確認した．こ
れにより，USBカメラからの多対多映像通信
が可能となる基盤が整ったことになり，多
対多映像通信を前提とした映像・音声スト
リームの帯域制御に関する研究が可能とな
った． 

4.2. PC内・PC 間並列化法 
MPEG-4 を対象にし，近年になり登場した

最新アーキテクチャであるマルチコア CPU
における符号化処理方式の開発を進めた．
はじめに，画像を領域分割する方法を実装
し，さまざまな画像による評価を行った．
その結果，AC/DC予測が出来ないことにより
符号化効率が若干低下するものの，表 1 の
ように 4 コアで 3 倍前後の速度向上率が得
られることが明らかになった． 

分散環境内に圧縮前の動画像を分配する
際に必要な簡易圧縮技術について，図１の
ような手法の詳細を詰めると同時に，論文
を執筆し，国際会議において研究発表を行
った．同時に，簡易圧縮の過程において，
対象とするバイト列の性質に応じて個別に
分割してハフマン符号化を行う「個別ハフ
マン符号化」の手法を提案し，実験を行っ
た．その結果，それまでの手法に比べて 5
～10％程度データ量を削減することが可能
となることが明らかになった．簡易圧縮の
手法は，今後も発展の可能性があるアルゴ
リズムであることから，以後は複数のバイ
ト列をパッキングすることにより情報量を
削減する手法や，動き検出と組み合わせる
手法を検討する予定である． 
また，動画像を離れた場所にある PCに送

り，符号化処理を委託する装置の一部を開
発して発表を行った．本装置は，図２のよ
うな構成となる予定となっており，並列処
理アルゴリズムを実装することにより，実
環境上における動画像符号化の並列・分散
処理に関する実験を行うことができる．本
装置の実装に際しては，Windows 上に仮想環
境を構築し，仮想 PC上において動作する実
装形態としたため，仮想 PC 上における符号
化・通信性能の評価を行った．その結果，
仮想環境と通常の環境の間に符号化性能の
差異は見られなかったものの，通信性能に
おいては約 1.5 倍の通信時間の差が生じる
ことが明らかになった．これらの結果は，
今後動画像符号化の並列・分散処理装置に
関する研究を進める上で重要な知見となる． 

 
表１ 空間分割並列処理による速度向上

比の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 簡易圧縮アルゴリズム 

  

ビット数 

(Kbits) 

速度向上比 

2 コア 4 コア 

I-VOP 
234.2 1.61  2.27  

145.9 1.72  2.41  

P-VOP 
67.9 1.81  3.12  

26.3 1.82  3.16  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
図２ 動画像並列エンコーダシステム 
 

4.3. チップ内並列処理のための結合網用通
信回路の設計 
チップ内におけるプロセッサ間を結合す

る結合網に用いるための通信回路の設計を
行った．固定ルーティングアルゴリズム，
および適応ルーティングアルゴリズムの回
路設計と実験を行い，TESH 網のルーティン
グによるネットワーク性能の向上が可能で
あることが明らかになった．  
また，二次元トーラス網の新たな適応ル

ーティングアルゴリズムの検討を行い，提
案したアルゴリズムは固定ルーティングに
比べて若干ながら性能が向上することを示
した． 

 
4.4. その他のアルゴリズム開発 
SNMP により動画配信システム内のトラフ

ィックの急減・急増を検出し，それによりネ
ットワークの帯域を有効利用する方法を検
討した．さらに，トラフィックの急減・急増
を検出する方法を提案して実環境上で実験
を行った．その結果，トラフィックの急減・
急増の検出が可能であることが判明した．当
初の方法では，数回に一回の割合で誤検出が
発生したが，手法の改善によりほぼ誤検出の
発生を抑えることができた． 
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