
映像符号化の必要性

近年，IPTVやVOD（Video On

Demand）サービスをはじめとする映

像配信サービスが普及しつつあり，例

えばひかりTVについては100万人を超

える加入者数となっています．一般に，

映像信号は音声信号等と比較して非

常に大きな情報量を必要とします．映

像信号の高精細化が進んだことにより，

ますます情報量は増大する傾向にあり，

HDTV（High Definition Television：

高精細TV）に至っては１Gbit/s近い

情報量を持っています．

これらを配信するためには，映像信

号の符号化による圧縮技術が不可欠と

なります．そのため映像配信サービス

では，地上デジタル放送等で利用され

ているMPEG-2方式に加え，約２倍

の圧縮効率を持つといわれている，よ

り高圧縮なH.264方式の利用が拡大し

ています．H.264方式はさまざまな符

号化ツールが利用可能となっており，

これらのツールを映像の性質に合わせ

て適応的に切り替えることで高い圧縮

率を実現しています．より多くの符号

化ツールから選択すればより高い圧縮

率が可能ですが，どのツールが最適か

を試行したうえで取捨選択するため処

理時間が長くなってしまいます．映像

配信サービスにおけるサービスコスト削

減のためには，ストレージコストを削

減する高い圧縮性能が必要ですが，作

業コストを削減するためには，処理が

高速である必要もあります．

これまで，NTTサイバースペース研

究所では，放送・プロ向けのコーデッ

クLSIや機器の研究開発を行ってきま

した．その技術力やノウハウを基に今

回開発したのが，H.264ソフトウェア

エンコードエンジンです．

機 能 概 要

本エンコードエンジンの機能と動作

環境について表１に示します．今回導

入した技術は，高速化技術，高圧縮

技術，オートリトライ機能の３つから

なります．以下，各技術について説明

します．

■高速化技術

本エンコードエンジンでは，最近の

トレンドでもあるマルチコア（１台の

筐体に複数のコアを搭載して性能を向

上させる）PCの性能を十分に発揮さ

せることを念頭に，従来は画面分割に

より行っていた並列処理の方法を見直

しました．

画面分割による並列化の例を図１

に示します．この例では画面を３つに

分割し，それぞれ異なる３つのコアで

符号化処理を並列に実施します．一方，

H.264方式では，画面全体をマクロブ

ロックと呼ばれる矩形領域に分割し，

現在符号化しようとしているブロック

に隣接する符号化済みのブロックが，

どのように符号化されたかという情報

を使用して効率的な圧縮を実現してい

ます．なお，符号化を行う順番は，画

面の左上のブロックから開始して順に

右側へ移動し，端まで符号化が終了し
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映像配信サービスの配信コスト削減を実現する
「H.264ソフトウェアエンコードエンジン」

映像配信サービスにおいては，莫大な情報量を持つ映像信号の圧縮技術が
必要不可欠です．本稿では，映像信号の圧縮を行うH.264ソフトウェアエン
コードエンジンを紹介し，サービスコスト削減を実現するために導入された
技術について解説していきます．
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映像符号化 H.264 エンコーダ

表１　機能概要

映像符号化方式

プロファイル

画像サイズ（画素数）

動作環境

Main Profile, High Profile, High 4:2:2 Profile

MPEG-4 part10 AVC/ITU-T H.264

CIF（354×288）～4k×2k（3 840×2 160）

CPU

OS

ライブラリ Microsoft C/C++ Runtime Library

MS-Windows XP SP3

SSE4.1以上
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たら一段下の一番左のブロックへ移動

し，以下繰り返しとなります．画面分

割を行った場合，例えば図中のコア２

でブロックBを符号化している時点で

は，各コアの符号化速度がほぼ一定だ

とすると，コア１ではブロックCを符号

化していることとなります．そのため，

ブロックBと隣接するブロックAはコア

１で符号化が未実施なため，ブロック

Aの情報を利用することができず符号

化効率が低下します．このように画面

分割による並列処理では，分割数を増

加させると隣接ブロックの情報が利用

できない状態が多発するため圧縮率が

低下することから，分割数を制限する

必要がありました．そのため，コア数

が多い最新PCにおいても，分割数の

低さからその性能を十分に発揮できま

せんでした．

これを解決するため，これまで培っ

てきた映像コーデックLSIの技術を応

用し，マクロブロックの単位ごとに符

号化処理を細分化してパイプライン化

することで，圧縮率低下を防ぎつつ，

PCの搭載コア数に応じた並列化を可

能としました．これにより，最新のマ

ルチコアPCでは，従来の半分の時間

で圧縮できるようになりました．本エ

ンコードエンジンの並列処理は，将来

的なPCの搭載コア数増加に対応した

設計となっており，最新PCの性能を

十分に発揮できます．

■高圧縮技術

今回導入した主な高圧縮化技術

として，シーンチェンジ適応GOP

（Group Of Pictures）長制御技術

があります．H.264方式では，映像信

号は符号化の際にGOPと呼ばれる特

定の長さの映像フレーム群に分割され

ます．また，各映像フレームの符号化

方法として符号化対象フレームに閉じ

た符号化のみ行うIピクチャ，時間的

に過去のフレームの情報を利用して符

号化を行うPピクチャ，過去および未

来の複数枚のフレームの情報を利用す

るBピクチャが選択可能となっていま

す．長さ６フレーム，IピクチャとPピ

クチャ，あるいはPピクチャとPピク

チャの間隔が３フレームの場合のGOP

の例を図２（a）に示します．例に示す

ように，IピクチャをGOPの先頭とし，

次のIピクチャの直前までをGOPの終

端とするのが一般的です．

PおよびBピクチャについては過去

あるいは未来のフレームの情報を利用

するため，直前あるいは直後にシーン

チェンジが発生した場合，利用すべき

フレームとの間に相関がなくなり，符

号化効率が低下することになります．

そこで，シーンチェンジが発生した場

合，その直後のPピクチャをIピクチャ

に変更することが従来行われていまし

た．しかし，単純にPピクチャをIピク

チャに変換するだけだと，変換した回

分割処理 

コア１ 

コア２ 

コア３ 入力映像 

符号化 
（並列処理） 

：各コアでの符号化順序 

：各コアでの符号化開始ブロック 

：ブロックA

：ブロックB

：ブロックC

図１　従来の画面分割による並列処理 



数だけIピクチャの枚数が増加すること

になります．Iピクチャは他フレームの

情報を利用できないため，PやBピク

チャと比較して一般的に情報量が大き

く圧縮効率の低下を招きます．

今回導入した技術では，変更された

Iピクチャを先頭とする新たなGOPと

して再設定し，それ以降のフレームの

ピクチャタイプを変換します．これに

伴い，当初Iピクチャだったフレームを

Pピクチャに変換することで，不要なI

ピクチャの増加を抑制することができ

ます．また，最大GOP長に従って再

設定を行うので，GOP長が延びてしま

うこともなく，IPTVのように，最大

GOP長が規定されている（30フレー

ム）用途にも対応可能です．

同じ処理時間という条件下では，高

圧縮技術に加えて，前項で述べた高

速化によって利用する符号化ツールを

追加することができ，従来と比べて最

大20％の低ビットレート化が実現でき

ます．

■オートリトライ機能

一般に，圧縮が難しい映像（水し

ぶきなど）が続いて目標ビットレート

を超える状態が続くと，圧縮データの

伝送が間に合わず映像の再生ができな

くなるため，圧縮作業をやり直さなけ

ればなりません．目標ビットレートに

収まるように圧縮作業をやり直す際，

部分的な圧縮条件の変更ができない場

合，圧縮が難しい部分に合わせて映像

全体の圧縮条件を設定するため，映像

全体の画質が低下する問題があります．

また，圧縮データの確認は基本的に視

聴確認により実施するため，やり直し

にかかる手間も含めて人件費がサービ

スコストに影響します．

そこで，本エンコードエンジンでは，

圧縮処理の途中で異常個所を検出す

る機能と，特定の映像部分のみ一時的

な圧縮条件の変更を可能とすることで，

圧縮処理が破綻した個所に対して自動

的に再圧縮処理を行えるようになりま

した．これにより，映像全体の画質低

下を防ぐとともに，再圧縮の手間を削

減でき，圧縮作業の省力化を実現で

きます．

アーキテクチャ

本エンコードエンジンは映像信号の

符号化に特化しているため，音声を含

む実映像を符号化するためには，信号

入力部，音声エンコードエンジン，映

像と音声の多重化部等と組み合わせ

て使用することとなります．実際のエ

ンコーダに本エンコードエンジンを組

み込む際の，簡単な構成図を図３に示
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シーンチェンジ発生 

I B B P B B I B B P B B I B B P B B

I B B I B B P B B I B B P B B I B B

：PからIピクチャに変更されたフレーム 

：IからPピクチャに変更されたフレーム 

（a）変換前 

（b）変換後 

GOP1

GOP1 GOP2 GOP3 GOP4

GOP2 GOP3

図２　シーンチェンジ適応 GOP 長制御技術 
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します．

性能・機能比較

他製品との比較表を表２に示します．

高圧縮技術と高速化技術を導入し

たことで，同じ処理時間という条件下

において20％の低ビットレート化に成

功しました．また，ほかの製品にはな

い，コスト削減に大きく寄与するオー

トリトライ機能や，プロ用途において

は必須である４:２:２フォーマットに

も対応しています．

今後の予定

今後は，本エンコードエンジンを搭

載したアプリケーション開発やSDK

（ Software Development Kit） 化

を検討する予定です．

（左から）清水 淳/ 小野 尚紀/

北原 正樹

新たなサービス創出を支える映像符号
化技術の研究開発に今後も取り組んでい
きます．

◆問い合わせ先
NTTサイバースペース研究所
第一推進プロジェクト
TEL 046-859-2373
FAX 046-859-2829
E-mail ono.naoki lab.ntt.co.jp

ストレージ ストレージ 

映像配信サービス 

IPネットワーク 

オーディオビジュアルエンコードシステム 

入力部 

H.264ソフトウェア 
エンコードエンジン 

オーディオエンコード 
エンジン 

多重化部 

図３　エンコードシステムの構成例 

表２　他製品との性能・機能比較

必要機能 他社製品 研究所従来技術 本技術 備　考

7 Mbit/s 7 Mbit/s 5.6 Mbit/s

3.3倍 5.2倍 2.6倍

× × ○

○ × ○

－

同じビットレートを
設定した場合のエン
コード処理時間

現状ではエンコード後
の目視チェックにより
実施，自動化によりコ
スト削減が可能

プロ用途においては
必須の機能

符号化性能※１

処理速度※２

オートリトライ
機能

色再現性の向上
（４:２:２対応）

性
　
能

機
　
能

※１　地上デジタル放送（HDTV）と同等の品質を得るために必要なビットレート
※２　HDTVサイズの映像を圧縮する際の，映像の実尺に対する処理時間の割合


