
MPEGソリューション
H.264ビデオへの移行
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図1. 一般的な放送ネットワークにおけるテスト装置

はじめに／概要
最新のデジタル放送技術には、ワンセグ放送に代表されるモバイル

技術やIPネットワークを利用したIPTVなど、数多くのテクノロジ

が導入されています。これらのテクノロジに共通する課題は、限ら

れた帯域（データ・レート）を有効に使うことですが、これを実現

するためには高い圧縮効率を持ったコーデックが必要です。

近年、注目されているのがH.264/AVCです。これは、MPEG-2

に対しておよそ2倍の圧縮効率を実現できるとされていますが、画

像圧縮および伸張処理も複雑になるため、実際の放送サービスで安

定的に動作するためには事前に十分な試験を行う必要があります。

試験を行うにあたり、放送局あるいは通信事業者から供給されるス

トリームを受信装置が確実に受信できることが重要ですが、動作に

問題がある場合には、その原因を明確に解析することが必要です。

また、システムを運用していく段階においては、障害のポイントを

的確に把握できる保守体制についても考慮しておかなければなりま

せん。

ネットワークにおけるテクトロニクス製品の
使用ポイントについて
テクトロニクスは、設計、導入、および管理という3つの主要な段

階においてH.264における相互運用性の問題を解決するためのソ

リューションを提供します。



H.264をシステムに導入する上で考慮される
課題について
1. 評価用のテストストリームの入手

2. ビット・レートと画質の関係

3. 受信機（STBまたはデジタルTV）で正常なデコードが可能であ
ること

4. 評価に必要なテスト・システムや解析装置の選択方法

5. 相互運用性の検証および規格適合試験

6. 受信機のチャンネル切り替え時の応答性

設計

1. 評価用ストリームの入手について

当社は、ビデオ・エンコーダおよびデコーダをテストできるショー
ト・ビデオ・クリップのさまざまなセットを提供しています。これ
は、Vclipsいう名称で知られています。クリップは720pや1080i
など、さまざまなフォーマットに対応し、高コントラストや高輝度、

さらにストロービング、グリッド、モアレ・パターン効果などのテ
スト対象をカバーし、詳細にテストできます。これは、非圧縮YUV
および圧縮ES（エレメンタリ・ストリーム）ファイルとして提供
されます。

デジタルTVやSTBをテストするためには、受信する対象の放送シ
ステムに準拠したストリームが必要です。一般的には、標準化機関
が管理するストリームを使用した動作試験が有効な手段ですが、受
信機に対して条件を変更して動作試験を行う場合にはストリーム作
成または編集機能が必要です。当社には、プログラムの構成やSI
パラメータ条件を変更するなどストリームをカストマイズできるソ
フトウェア・マルチプレクサがあります。これは、ストリームの編
集機能に加え、H.264エレメンタリ・ストリーム（ES）のTS多重化
が可能です。H.264は、SEI（Supplemental Enhancement
Information：付加拡張情報）タイミング情報を含むタイプと、含ま
ないタイプがありますが、前者の場合はSEI情報に従って多重化さ
れ、後者の場合にはESビット・レートを指定して多重化すること
が可能です。
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図2. マルチプレクサ
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2. ビット・レートと画質の関係

H.264は低ビット・レートにおいて画質の向上を図るために、16×
16～4×4までのブロック・サイズを選択することができ、さらに
サブ・マクロブロック単位での動き予測が可能です。これに伴いエ
ンコーダは大量の演算が必要となりますが、エンコーダの圧縮・処
理動作は生成されたストリームを解析することによって評価する
ことができます。

ESアナライザMTS4EAは、エンコーダが生成したストリームを
H.264規格（ISO 14496 part 10）に適合しているか検証できる
ほか、生成されたデータの解析や統計をマクロ・ブロック単位で行
うことができます。また、オリジナル画像とエンコードされた画像
との差分を、PSNRなどの計算によって測定することが可能です。

しかし、実際の画質を評価する上でPSNRだけでは充分とはいえま
せん。

PSNRは差分をノイズとして計算するため視覚的には、差異を感じ
ない部分までもノイズの対象としてしまう場合があるためです。

PQA500型ピクチャ・クオリティ・アナライザは人間の視覚シス
テムに基づいた画像測定が行え、主観的なテレビ品質評価のITU-R
BT.500によるDMOS（Differential Mean Opinion Score：平均
オピニオン・スコア）測定値を予測します。さらに、ユーザは特定
の環境下でのテスト条件を設定することができ、例えば日光の下で
モバイル機器に表示された場合の評価値など、実際の使用環境を想
定して予測することが可能です。

図3. MTS4EA

図4. PQA500型



3. 受信機（STBまたはデジタルTV）で正常なデコードが可能であ

ること

実際にSTBやデジタルTVにおいて正常なデコード表示が行われる

ことを確認するのは、非常に重要な試験のひとつです。しかし、市

場に存在するすべての機器を検証することは容易ではありません。

このため、デコーダの機能の一部をシュミレーションし、ストリー

ムに問題がないかを検証することが必要です。デコーダは、バッ

ファのアンダーフローやオーバーフローに反応して画面のフリーズ

やブロック・ノイズを引き起こす場合があります。

バッファからデータを引き抜くタイミングは2種類の方法があり、

ストリーム信号内のパラメータは、HRD（Hypothet ica l

Reference Decoder）または T-STD（ TS System Target

Decoder）バッファ・モデルが使用されます。HRDモデルはES内

にあるパラメータで決定され、一方のT-STDはPESヘッダ内の

PTS/DTSで決定されます。一般的に、TSを使用するデジタル放

送では後者の方法が選択されます。

ESアナライザMTS4EAおよびESコンプライアンス・チェッカ

MTS4CCは、JMリファレンス・デコーダを使用してストリームの

解析を行います。どちらの製品も、H.264規格適合試験とHRD

バッファの適合試験が用意されています。

T-STDバッファ・モデルの検証にはバッファ・アナライザが有効

で、H.264とMPEG-2エンコーダで生成されたトランスポート・

ストリームに対してT-STDバッファの検証を行うことが可能です。

ところで、これらの検証は受信機のデコーダまでストリームが届い

ていることが前提ですが、受信機がストリームのデータをそれぞれ

のデコーダに振り分けるためには、PSI/SI情報が正確に多重化され

ていなければなりません。TSアナライザTSCAは、H.264などの

ビデオ・ストリームの多重化状態をサムネイルとパラメータ・セッ

ト（プロファイル、レベル、フレーム・レート、解像度およびアス

ペクト比）を表示して確認する機能に加え、PSI/SI情報が適切に組

み込まれているかを、シンタックスおよび周期テストを行うこと

によって検証することができます。

TSアナライザは、MTS400シリーズやMTX100B型でリアルタ

イムTS解析が可能なTSCXと、同装置もしくはPC上でデファー

ド・タイムTS解析が可能なTSCAがあります。
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図5. バッファ・アナライザ



4. 評価に必要なテスト・システムや解析装置の選択方法

エンコーダや多重化装置の設計段階では、ストリームを解析するに
あたって詳細なシンタックス解析やデータ統計機能などが求められ
ますが、製品の導入段階やメンテナンスでは、規格適合試験など必
須な機能だけで充分な場合があります。MTS4EAは、ESアナライ
ザとして設計評価に必要なツールを数多く備えていますが、
MTS4CCはコンプライアンス・チェッカとして必要最小限の機能
だけを搭載しました。どちらの製品も、エレメンタリ・ストリーム
のシンタックスおよびセマンティクスについて規格適合性の検証が
可能です。

当社では、デジタル放送システムの各ステージにおいて、機器の設
計ならびに導入に携わるエンジニアが必要とするアプリケーション
を豊富に備えたMTS430型テスト・システムと、必要なツールを
オプションで購入できる最小アプリケーションを備えたMTS400
型テスト・システムを提供しています。2つのテスト・システムに
は、リアルタイムTS解析が標準装備されています。また、
MTS400/430型上で用意されているアプリケーションにおいて
ハード・ウエアの機能を必要としないアプリケーションは、
MTS4SAスタンド・アローン・ソフトウエア・アプリケーション
としてPC上で動作させることも可能です。
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図6. TSCAのサムネイル



導入

5. 相互運用性の検証および規格適合試験

これは、新しいCODECを導入しようとしている場合において、シ
ステム内およびシステム間の機器における相互運用性は大変重要な
問題です。規格に適合していない機器がネットワークに組み込まれ
ると相互接続性が損なわれ、大きな問題を起こします。この場合、
ネットワークを構成するすべての機器がISO 14496 part 10に
適合していれば、相互運用性には問題がないといえます。MTS4CC
は、エレメンタリ・ストリームの規格適合性を検証するために設計
されています。トランスポート・ストリームを捕捉し、再生、解析
するMTS430型と併用することにより、MTS4CCはESとTS層で
相互運用性テストが実行できる強力なソリューションを提供します。

管理

6. 受信機のチャンネル切り替え時の応答性

チャンネル切り替え時間は、主に配信メカニズムとストリームの
GOP（Group Of Picture）長の2つの原因で影響を受けます。IP
ネットワークを使用した配信システムでは、ザッピングなどチャン
ネルを頻繁に切り替える操作はストリームの経路を決定するために
ネットワークのスイッチに対して多大な負担を与えるため、チャン
ネル切り替え時間に大きな影響を及ぼします。特に、IGMP の
JoinとLeaveリクエスト時に影響があります。

GOP長とは、ストリームにおけるIフレーム間のフレーム数のこと
です。制限された帯域内に収めるためにエンコーダがビット・レー
トを下げることにより、GOPがより長い状態でエンコードされる
という結果になります。より長いGOPを使用しなければならない
ということは、STBが最初の画像を表示するまでにIフレームの検
出に時間がかかり、より長く待機しなければならないということに
なります。MTS4EAおよびMTS4CCを使用することで、画像タイ
プとGOP長およびデコード時間を解析できます。

また、TSCA（MTS430型の一部分として）のリアルタイム・サ
ムネイル表示およびピクチャ表示機能は、ネットワークのモニタ
リングと診断を行う場合に大変役に立ちます。
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図7. MTS4CCのエラー表示



詳細について

当社は、最先端テクノロジに携わるエンジニアのために、資料を
用意しています。当社ホームページ（www.tektronix.co.jp
またはwww.tektronix.com）をご参照ください。

TEKTRONIXおよびTEKは、Tektronix, Inc.の登録商標です。記載された商品名はすべて各社の
商標あるいは登録商標です。
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まとめ
HDコンテンツや、各種サービスの増加に伴い、伝送される情報量

が増えています。H.264コーデックは、限られた帯域内で効率よ

く伝送できる方式として期待されています。しかし、新しい圧縮技

術は、機器の設計、設備、サービスの運用に、解決すべき課題をも

たらします。当社のMPEG解析機器、ビデオ測定器は、安定な運用

を行う機器およびシステムの設計、設置、また運用におけるトラブ

ルを解決するために、強力なソリューションを提供します。


