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技術ノート

による園芸植物動画像制作と画像評価CD-R
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１．はじめに

現在静止画を取り入れた， は数多く見られるCDROM

が，これから主流 ， でになるとみられる MPEG1 MPEG2

作成した自主制作の の動画資料はすくなCDROM(CD-R)

い。そこで，低コストで容易に制作できる技術の開発と

えうるかどう普及の可能性について検討し，実用的に耐

動画像の観点から評価したので，結果について報告かを

する。

２．方 法

を制作する場合，撮影から編集，画像の素材CDROM

等はベータカムと カムのカメラ（いずれも インチDV 2/3

カメラ）で撮影する。その後，カット編集し，3CCD

にダビングしたテープをプライムビューでオーサS-VHS

リングし， のディスクに焼き付ける。 制作にCD-R CD-R

は業務用の機器を用いた。経済的で，かつ適正な圧縮技

術を得るため， では ， でMPEG1 1,2,3,4,5,Mbps MPEG2

は の圧縮技術でオーサリングし，画1.5,2,3,4,6,8,10Mbps

像の比較試験を行なった。 で作成したディスクのCD-R

画質を比較検討するため 種類（ を含む のメーカ7 OEM )

ーのディスクを用い，さらに， で作成したディスCD-R

クの解像力等の映像品質の違いについて調査した。特に

ベータカムとＤＶカムの撮影画像と完成したディスクに

関して，画質の評価を調査した。

３．結果と考察

MPEG13.1

画像の解像力の点からみると，ディスクよるネットワ

ークの画像配信は画質とコンピューターの性能面から，

今のところ が主流となると思われる。 のMPEG1 MPEG1

画像は実用的面と経済的コスト面から ～ でよい2 3Mbps

と思われる。 以上あげても高周波ノイズが目立つ3Mbps

, 5Mbpsようになり 画質の改善にはならなかった。また，

でも と画質，解像力では変わらなかった。画質の3Mbps

点から では，まだ画質に十分満足できない点がMPEG1

放射線応用技術グループ*1)

情報システム技術グループ*2)

残っている。

MPEG23.2

画質や解像力については の よりも，MPEG1 3Mbps

MPEG2 1.5Mbps 650MBの の画像の方がはるかに良く，

容量の 枚のディスクに入る記録時間も多い。これから1

は の性能が上がり のソフト再生も可能になCPU MPEG2

ってくるため， に早いうちに移行すると思われMPEG2

る。また，大容量の ディスクは値段も下がっDVD-RAM

ており， ， にかわって画像記録に使用されCD-R CD-RW

ると思われる。コンピューターも ドライブからCD-ROM

ディスクドライブに差し替えるものが多く出DVD-ROM

ているので， は画質，解像力の面とブロードバMPEG2

ンドの普及によって これからは主流になるものと思われ,

る。 については から 程度 のMPEG2 VHS SVHS (8Mbps)

D1動画の画質が得られる（プライムビュー製のハーフ

のエンコードボードを使用）ので，今後ソフト，ハード

のエンコーダーとも安いものが出回り，手軽に利用でき

画像記録の普及が進むと思われる。

の画像圧縮（ ～ の場合， の再MPEG2 2 3Mbps) 10Mbps

生画像の画質は の でも画像のコマ落ちが200MHz CPU

多く， 以上に対応した駒落ちのない市販のデコ10Mbps

ーダーボードはまだ少ない。２ では画質は 程Mbps VHS

, 7 8Mbps度であって 満足できるような適正な画質は ～

が良い。画質の問題では が最も良い画質 程8Mbps (SVHS

度）が得られた。しかし，容量 の 枚のデ650MB CD-R 1

ィスクでは動画のみで 分程度しかはいらない。従って9

画質をやや落とし， ～ で作成した動画 分程4 5Mbps 15

度のものが実用的と思われる。たとえば動画の他，静止

画図，試料やデータなどを入れ 枚の で作成した, 1 CD-R

ディスクは実用的で安くて使いやすい 枚 円程度）。(1 80

これ以上の長時間の動画を記録する場合は，ディスクの

コストは 当たりやや高くなるが に1MB DVD-RAM

で でエンコードしたものを記録保存してMPEG2 8 Mbps

いくのが，現状では一番良い解決策であろう。なお

MPEG1,2 DVD-RAMで作成した画像を，ファイル移動で

にコピー記録したものを，同じドライブのデコーダーで

画像を再生しても駒落ちや画質に不自然さは見られなく，

画像の記録再生において何ら支障を来す事はなかった。
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フィルムからディスクに画像を記録保存する場16mm

合テレシネ装置を利用するのが理想的であるが，変換料

金が高価（ 分２～ 万円）である。そこで簡易記録と15 , 3

して可変電子シャッーター付きの業務用カメラを使用し

て，動画をフリッカーの少ない画像に記録する方法があ

る。可変電子シャッター速度が の速度で最もフリ61.3Hz

ッカーの少ない記録画像のディスクを作成できた。

3.3 ディスク材料

記録したディスク画像の各社（太陽誘電，メモレック

ス，ミツイ，ソニー，プリンコ，三菱， ）の性能にTDK

ついては画質に大きな差は見られなかったが，細かい点

では少しの差 ジッター等 があるようにも見られ，概ね( )

品質については市販の価格が参考になるように思われる。

静止画の記録については市販の 作成のデPHOTO-CD

ィスクでは解像度が悪く，あまり実用に使用できるもの

ではなかった。

ディスクを複製する場合に複製のディスク画質は変わ

らないといわれている。しかし，その都度エンコード作

業で作ったオリジナルディスクと複製版のディスクとで

は，わずかに複製の方が画質は落ちる。

3.4 画質評価

ベータカムの撮影画像とＤＶカムの撮影画像の違いに

ついては，自然のものを撮影したとき顕著に色彩に違い

がある。植物の緑の色や紅葉の色など色のラグチューが

ベータカムの方が色幅が広く優れており，より自然に近

い映像で記録できた。完成ディスクにおいては圧縮した

画像のため，さらにはっきりした違いがでてくる。ディ

クの の画像は圧縮画像のため完全に満足するよMPEG2

うな画像は，記録した映像の素材で決まってしまい業務

用レベルの作品を作る場合，カメラは最低ベータカム位

のレベルもので作る方が望ましい。できればデジタルベ

ータカムで撮った映像の素材で作成するとほぼ満足でき

るデジタルの良さを持った解像力，色彩の優れた作品が

できる。画像を圧縮するエンコードボードについて，ソ

フトの圧縮技術だけでは圧縮時間がかかるほか画像も少

し劣る。作品とするには現在のところ値段相当の性能で

ある。業務用の作品を作るには，コンポーネント， 入DI

力をもったアルゴリズムの回路の優れたものものを使う

のが良い。市販の一般向きのものはアルゴリズム等の回

路が十分でなく価格相当の画像である。しかし，近頃Ｄ

ＶＤで記録再生できる機器が一般向けに販売され，ここ

年で大量生産され需要が伸びると思われる。また1,2

や も発売され価格が手頃になったら，DVD-R DVD-RW

エンコードボードが安く大量生産され，コストが下がり

性能の優れたものが，一般価格でも手軽に買える価格に

～ 年以内になってくるものと思われる。2 3

3.5 CD-Rによる園芸植物動画資料制作

自己の研究記録のディスクを作成するほかに，各種苗

会社の新品種サルビア，ビオラ，パンジー，ビンカ，マ

リーゴールドの品評会（東京都種苗会より東京都農業試

験場委託， 年）等の動画をまじえた映像と審1998-2000

査資料をまとめて ディスクに適正な圧縮率でオーCD-R

サリング ～ ～ して(MPEG1(2 3Mbps),MPEG2(6 8Mbps))

制作し配布した。関東東海花の展覧会の花の新品種の映

像記録を作成し（ 年）主催した各県に配布し1998-2000

た。特に東京都労働経済局農林水産部が企画に携わった

年の映像記録については農林水産部と東京都農業試2000

験場に配布した。また，東京国際フラワーショウの展示

会と品種を記録した を作成し，主催者である東京CD-R

国際見本市協会と東京都労働経済局商工部産業振興課に

配布した。

４．まとめ

の業務用レベルの作品の制作は，映像素材のMPEG2

品質で決まってしまう。そのため満足するような画質を

得るためには良い画像の素材を準備することが重要であ

る。映像はディスク制作過程の画像の圧縮で画質が落ち

るので，カメラの性能は最低ベータカムレベルのものが

良い。できればデジタルベータカムレベルが望ましい。

エンコード処理によるソフトで作成する場合，まだエン

コードの時間がかかるほかに，画質について少し劣るよ

うである。現在のところ配布を目的に実用的レベルの作

品を作るには，コンポーネント， 入力のあるアルゴリDI

ズム回路のしっかりしたものを使用して，良い色と解像

力の優れたエンコードボードを使う方が良い。一般の市

販のディスク制作レベルのものでは，価格相当の画質の

性能であり，業務レベルの画質のものを期待するのは無

理がある。しかし，ここ２年以内には業務用でも最近の

の大量需要で，エンコードボードが大量に生産がさDVD

れると思われるので，コストが下がり，手軽な値段で圧

縮技術の優れた高画質のパーツや製品が購入できると思

われる。
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