
より楽し<豊かな社会を実現するマルチメディア機器･システム

MPEGカメラによる動画像入力とその応用
Improvements andApplicationsofMPEG Cameraas aVideoCapture Device
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MPEGカメラの動画像を用いたプレゼンテーションの発表練習

今回,開発した｢PowerPoint削)アドイン+を用いて,プレゼンテーションや学会での発表の練習をしている様子を示す｡ パソコン画面の｢力

メラリハーサル+が新しい機能である｡二の後,｢カメラビュー+をクリックすると,MPEGカメラからは練習の動画像,パソコン上には発表の

スライドが連動して再生され,一人でも効果的な発表練習を行うことができる｡

MPEGカメラは,撮影した動画像を標準のMI)EG

(MovingPictureExpertsGroup)形式で保存して,パソ

コンで簡単に扱えるようにしたパソコン月-■=和泉耳にり込み

ツールである｡このたび,このカメラをさらにパワーアッ

プさせ,外部AV(Audiovisual)入力にも対応させた｡

これにより,8ミリビデオやVHS(Video Home Sys-

tem)などで保存している従来のアナログビデオも,

MPEG形式でパソコンに簡単に取り込むことができる

ようになった｡

パソコンアプリケーションもさらに充実させ,MPEG

カメラで撮影した動画像をビデオCD(CompactDisc)に

変換するソフトウェアや,図表などの作成プログラム

"Ⅰ)owerPoint''にアドイン(付加組込み)して画像はり付

けを簡単にしたり,動両像を用いてプレゼンテーション

の練習ができるソフトウェアなどを開発した｡

MI)EG形式のディジタル動画像が無線やネットワー

クを併用する新しい監視用途にも過していることから,

これに対応して無線でカメラとパソコンを接続する技術

と,これを用いた無線監視システムを開発した｡このカ

メラには識別用にIP(Internet Protocol)アドレスを持

たせている｡

※1)PowerPointは,米回MicrosoftC()rp.の背録商標である｡
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はじめに

パソコンヘの動画像入力ツールとしてMPEGカメラ

を開発,製品化し,各展示発表会や雑誌を通じて好評を

博している｡発表後も,ユーザーから寄せられた意見や

要望を反映して,より簡単に動画を扱えるようにMPEG

カメラ本体の改良と,パソコンアプリケーションの開発

を継続して行っている｡

カメラ本体については,外部AV(Audiovisual)入力対

応に強いニーズがあり,国内用の1998年モデル"MP-

EGlO''でこれに対応した｡

また,監視用途で使いたいとの要望が多くあったこと

から,カメラヘッドとLCD(液晶ディスプレイ)を除く監

視用MPEGレコーダ"MP-100S''もあわせて発売した｡

監視用として,アラーム発生時刻以前の動画像を取り出

すことのできるプリレコード機能を標準装備している｡

ここでは,新たに開発したパソコンアプリケーション

の例として,(1)MPEGカメラで撮影した動画像をビデオ

CD(CompactDisc)に変換するソフトウェア,(2)Power-

Pointにアドイン(付加組込み)して画像のはり付けを簡

単にしたり(図1参照),動画像を用いてプレゼンテーシ

ョンの練習ができるソフトウェア,また,広い意味での

これらの応用例として,(3)MPEG無線監視システムや,

(4)IP(Internet Protocol)アドレスを持たせたネットワ

ークカメラについて述べる｡

最新MPEGカメラ``MP-EG川”

1998年モデルの最新MPEGカメラ"MP-EGlO''では,

画質と音質を改善したほか,ユーザー調査をベースにし

た機能を追加した｡また,パソコンアプリケーションも

特にビジネス用途に着目して同梱(こん)ソフトウェアに

追加し,改良した｡これらの改良項目は以下のとおりで

ある｡

(1)外部AV人力の追加

外部AV機器からの映像･音声も,カメラと同じよう

にMPEG･JPEG(JointPhotographicExpertsGroup)

形式で保存できるようにした｡これにより,過去の映像

資産を手軽にパソコン上で活用でき,ディジタルプレゼ

ンテーションやマルチメディアコンテンツ(ソフトウェ

アの内容)の作成が可能となる｡MPEGカメラでの画像

取り込みはキャプチャボードのような複雑なセッティン

グが不要で,カメラでの撮影と同じ要領で｢録画ボタン+

を押すだけで,変換,保存ができるようにした｡
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図1 PowerPointアドインによる画像のはり付け

開発したアドインでは,左画面の｢カメラから+のはり付け機能

を追加した｡これを選択すると,右画面のようにMPEGカメラの画像

をサムネールを見ながら選択することができる｡

(2)画質･音質の改善

MPEGの画質では,動きベクトルの高精度検出や,絵

柄に応じた適応処理で改善した｡これにより,ビデオCD

で使われている1.152Mビット/sのレートでも初代機の

1.664Mビット/s以上の画質を得ることができた｡これ

により,"STND(標準)”モード(1.152Mビット/s)も選

択できるようにした｡260MバイトのPC(パソコン)カー

ドの場合,``FINE(細密)”モード(1.664Mビット/s)で約

20分,STNDモードでは約27分の動画像を記録すること

ができる｡

音声では,従来はMPEGオーディオ規格の中で最も処

理量の少ない｢レイヤ1+で記録していたが,今回は,

より広く用いられている｢レイヤ2+で記録することに

よって改善を図った｡再生は両方のレイヤに対応して

いる｡

(3)接写機能の追加

至近8cmまで接写撮影できる｢マクロモード機能+を

追加し,名刺などの撮影を可能にした｡大容量メディア

を牛かした画像メモや,細部を描写した映像を遠隔地に

送るなど,さらに便利な使い方が広がった｡

(4)メディアナビゲーションの改良

ユーザーから強く要望された9画面サムネール※2)のほ

か,範囲指定からのファイルの移動や削除,ページ送り

の高速化などの改善を図った｡

(5)新パソコンアプリケーションの同梱

※2)サムネール:画像サイズを小さくした画像｡同時に複

数枚の画像を表示できるので,検索性を高められる｡
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(a)PowerPointコンバータ

これは,PowerPoint95/PowerPoint97で作成した

スライド(プレゼンテーション資料)をMPEGカメラ

で再生できるようにJPEG形式に変換するソフトウェ

アである(図2参照)｡

このソフトウエアで変換したスライドをMPEGカ

メラに転送することにより,パソコンを携帯しなくて

も,l司様のプレゼンテーションを行うことができる｡

(b)MPEG変換プログラム

このソフトウェアにより,MPEGカメラで撮影した

MPEG-1ファイルのこま数や解像度を落とLて,デー

タ量をさらに大幅に削減することができる(図3参

即り｡インターネットやパソコン通信などのネットワー

ク環境で,軌向を配信したい場合などに有効である｡

このプログラムをmいて,画像サイズを去(96×65内

薫),こま数を÷(約10フレーム/s)に托紡すると,音声
なしの設定で,ファイルサイズは元の約9%になり,

フロッピーディスク1枚(1.44Mバイト)の容量に1

分30秒程度の動向が収録できる｡

ユーザーの声を反映させて改良した点について以下に

述べる｡

(1)逆光補正機能を追加することにより,明るい背景で

の撮影時の被写体の盟つぶれを改善した｡

(2)アクショングリップを追加することにより,カメラ

のホールド(保持)感を高め,安定した撮影を可能とした｡

(3)被写体の音声をよりクリアに記録できるように,外

部マイクロホン端子(3.5mm径)を追加した｡

(4)ファイル分割や,こま送り･戻し,ヤ･送り･戻しの

特殊機能を搭載した｡

(5)PCカードの使用制】氾をなくすことにより,サンディ
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図2 PowerPointコンバータの画面

PowerPointのスライド(画面左)をMPEGカメラで再生できるよう

に,+PEG形式(画面右)に変換する｡
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図3 MPEG変換プログラムの画面

MPEG-】ファイルのこま数や解像度を落とすことにより,データ

量をさらに削減し,動画像を配信しやすくする｡

スク社製PCカードと,カルーナ社製520MバイトⅠ-IDD

けIard Disc Drive)の使用が吋能となり,ユーザーの記

鎚メディアの選択範囲が広がった｡

(6)カメラ･パソコン接続ソフトウェア"PureVi(ピュ

アビ)”に,サムネールのタイトル表示機能と,JPEGア

スペクト比一指変換機能を追加した｡

(7)簡易オーサリングソフトウェアとレタッチソフトウ

ェアを音声付き静止画に対応させた｡

ビデオCD対応ソフトウェア

MPEGカメラで撮影したMPEGファイルを川いてビ

デオCDを作成したいというニーズは,初代機の開発以

前からあった｡

しかし,初代機でのMPEGファイルのフォーマット

は,ビデオ ビット レート1.664Mビット/s,かつ音声が

ビットレート128kビット/s,3万2,000サンプリンブ,モ

ノラルであり,ビデオCDの仕様であるビデオ ビット レー

ト1.152Mビット/s,音声ビットレート224kビット/s,

4'ガ4,10()サンプリング,ステレオとは異なるため,そ

のままではビデオCDのオーサリングソフトウェアで扱

うことができなかった｡

1998年モデル"MP-EGlO''では,Codec(符復号化)LSI

の見直しなどによって画質の改善を行い,低いビットレ

ートでも十分な由質を得ることができるようにしたた

め,1.152Mビット/sのビデオ ビット レート モードを

設け7ご｡これにより,MP-EGlOで撮影したMPEGファイ

ルをパソコンに取り込み,音声部を変換するだけで,ビ

デオCD互換のファイルを/ト成することができるように

なった｡
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注:Windowsは,米国およびその他の国における米国MicrosoftCorp.

の登名義商標である｡

図4``video CD Maker”の表紙画面

MPEGカメラで撮影したMPEGファイルをビデオCD互換のファイ

ルヘ変換する｡

MPEG音声のフォーマット変換プログラムを開発

し2),このプログラムを使用したビデオCDオーサリング

ソフトウェア"VideoCDMaker”紺をQuery社と共Ilりで'

開発した(図4参照)｡

このソフトウェアにより,MPEGカメラで撮影した

MPEGファイルをビデオCD互換のファイルヘ変換で

き,だれでも簡単にビデオCDを作成することができるよ

うになった｡

ビデオCD作成のフローチャートを図5に示す｡

ビデオCD作成のフローと各段階の役割は次のとおり

である｡

(1)ファイルの取り込み:MP-EGlOで撮影したMPEG

ファイルをパソコンヘ取り込み,ビデオCD互換のファイ

ルヘ変換する｡変換は,MPEGのストリームをビデオと

音声に分離し,音声をビデオCD互換フォーマットに変換

後,ビデオとの合成によって行う｡

(2)CD情報記述:日付,作成者などのCDの情報の書

込み

(3)CD-Ⅰ(Interactive)再乍コントロール作成:CD-Ⅰプ

レーヤでの再生編集

(4)再生ファイル登録:便朋する動画,静止仰の指定

(5)タイトル展開リスト作成:タイトルの展開リスト

(ビデオCDの構成)の作成

(6)ビデオCDデータ作成:両年ファイルなどの全情報

※3)VideoCDMakerは,Query祉の商標である｡
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ファイルの取り込み

CD情報記述

CD-1再生コントロール作成

再生ファイル登録

タイトル展開リスト作成

ビデオCDデータ作成

CD書き込み

$
ファイルの取り込み
(MPEGファイル音声仕様変換)

MPEGストリーム ビデオ音声分離

ビデオ

音声ストリーム

菖声ストリーム変換

･128kビソトノS

ストリーム -224kビソトノs

･32,000サンブリンク

-44,100サンプリング

l
MPEGストリーム ビデオ音声結合

図5 ビデオCD作成のフローチャート

MPEGストリームを映像と音声に分離し,書声をビデオCD互換

フォーマットに変換した後,映像と再合成する｡

の結イナ

(7)CD書込み:ディスクイメージをCD-R(Rewritable)

へ書込み,ビデオCDを作成する｡

このソフトウェアにより,次のような応用が考えら

れる｡

(1)ビデオアルバム作成

DVD(DigitalVersatileDisc)プレーヤやビデオCDプ

レーヤで再生が吋能なので,パソコンがなくても,だれ

でも簡単に再生できる｡CDに保存するので,かびやほこ

りを気にする必要がなく,収納にも大きな場所をとら

ない｡

(2)トレーニングビデオ作成

検索や頭出しが簡単にでき,インタラクティブな使い

方ができる｡

(3)デモンストレーションCD作成

(4)ビデオCDカタログ作成

｢PowerPointアドイン+の開発

MPEGカメラ(1997年2月発売のMP-EGlと1998年

モデルのMP-EGlO)をi再用するアプリケーションとし

て,マイクロソフト社のPowerPoint97に機能追加を行

う｢PowerPointアドイン+を開発した｡

MPEGカメラはパソコンとの連携を強く意識した製

品であり,ファイルの車云送や録両開始,停止などの基本

的な操作をパソコンから制御することができる｡これら

の操作を行うアプリケーションとして"PureVi''を

MPEGカメラにバンドル(同梱)しているが,プレゼン
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｢このカメラは逃回しない

テーションツールであるPowerPointとの親榊性を高めて,

MPEGカメラをプレゼンテーションツールの-一つに位

置づけるために,PureViの技術を応川した｢Power-

Pointアドイン+の開発に至ったものである｡

｢f)owerPointアドイン+は,次の機能を提供する｡

(1)PowerPointへの劾画,静,l｢二痢のはり付け

PowerPointは,JPEGファイルとMPEGファイルを容

拐にはり付けることができるが,MPEGカメラから直接

はり付けることはできない｡これまでは,MPEGカメラ

からパソコン本体にファイルを一度転送Lて,その後に

はり付けを行っていた｡｢PowerPointアドイン+により,

MPEGカメラⅠ勺の軌何･静止何ファイルを直接Power-

Pointにはり付けることを可能とし,MPEGカメラのデ

ータを簡単に利川できるようにした｡

(2)カメラリハーサル

P()WerPointを使用してプレゼンテーションを行う場

介,プロジェクタなどを使用して発表の練習をすること

が多い｡これまでは他人からアドバイスを受けて梯子ヲを

していたが,MPEGカメラを利糊して発表中の自分白身

を撮影することにより,プレゼンテーションの分析を本

人が行うことができるようになる｡

(3)カメラビュー

上記のカメラリハーサル機能を使用して椒影した映像

を,P()WerPointのスライドに合わせて再生する機能であ

る｡カメラビュー機能では,スライド1枚ごとに:lli生す

エ+

ヵメラの岬Fレス柵,了2.-6.8.2細⊥_聖堂+
133.144､105-25ヰ

カメラのPo代番号:(例:245)

町‾

注:略語説明

UDP/lP(UserDatagram

ProtocomnternetProtocoり

図6 MPEG無線監視シ

ステム

カメラボタンを左クリッ

クするだけでそのカメラの

映像を見ることができ(左

のパソコン画面),右クリッ

クでは,そのボタンのIPア

ドレスなどのチェックと設

定ができる(右のパソコン

画面)｡

ることができるので,イ1十分なところを繰り返し再生し

て発表状況をチェックし,練習することができる｡

PowerI)ointアドインの開発では,拡張性の高いプレゼ

ンテーションツールであるPowerPointと,MPEGカメ

ラの持つパソコンとの親和性を活用し,MPEGカメラの

プレゼンテーションツールとしての位置づけを図った｡

PowerPointに動向･静止画を簡単にはり付けることに

より,プレゼンテーション資料作成ツールとして,また,

カメラリハーサル機能やカメラビュー機能を川いて,プ

レゼンテーションならではのユーザーニーズである発表

練部寸Jのツールとして,MPEGカメラが浦川できる｡

なお,MPEGカメラについては,"MPEGPIノANET”

と して,インターネットで情報ヲ芭信を行っている

(http://nlpeg.hitachi.co.jp/planet/)｡

ネットワークカメラ

監視用途では,カメラの設置を不軌二するため,無線

で動画像を伝送する要求が強い｡これにこたえるため,

パソコン用の無線LANカードをカメラやレコーダのPC

カードスロットに挿入して動作させるファームウェア

(ドライバ層)を開ヲ芭した｡この応用として二つの例につ

いて以‾卜に述べる｡

｢無線監視システム+の例を図6に示す｡枚数のカメラ

(またはレコーダ)と1≠iのパソコンを無線LANカード

で接続する｡カメラには,上記のドライバのほか,UI)P
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FTP

TCPメ‡P

C1
0

LANカード

態〆
無線LANカード

AP 10/100BaseT

AP

ル】タ インターネット

注:略語説明ほか FTP(FileTransferProtocol),TCP/lP(Transmission

Cont｢0=⊃rotoco川nternetProtocol),AP(AccessPoint)

*10/100BaseT;ネットワークで一般的に用いられている

ケーブル接続の規格｡10/100はそれぞれ10Mビット/s,

100Mビット/Sの通信速度を持つ｡

図7 ネットワークカメラの構成

TCP/lPを持たせたカメラを直接LANに接続するので,LAN内の任

意のパソコンからカメラにアクセスすることができる｡

とIPアドレスを持たせ,パソコンでは,UDPで吸い_卜げ

たMPEGデータをデコードして表示する｡同凶に示した

アプリケーション例では,カメラボタンを左クリックす

るだけでそのカメラが送信を始め,所望の動画像を見る

ことができる｡右クリックでは,そのボタンのIPアドレ

スなどの設定ができる｡

このシステムでは配線が不要であり,家庭やオフィス

で手軽に監視システムを構築することができる｡到達距

離はLANカードやアンテナによって異なるが,最新のも

ので,見通し約300mの距維を確認している｡

もう一つの例は,図7に示すような本格的な｢ネット

ワークカメラ+で,UDPの代わりにFTPとTCP/IPを持

たせたものである｡LAN内の任意のパソコンからカメラ

にアクセスすることができる｡回線状況に応じてビット

レートを自動修正する仕組みなど今後の課題はあるが,

インターネットを介してアクセスできるところまでもっ

ていく考えである｡

■ おわりに

ここでは,MPEGカメラの改善と応用に関する現在の

状況について述べた｡

MPIEGlOでは,カメラとしては外部AV入力に対応し

たので,8ミリやVHSテープに保存されている過去のビ

デオも簡単に標準のディジタルビデオ(MPEG)に変換
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できるようになった｡さらに,ビデオCDフォーマットに

も変換できるアプリケーションも準備したので,アルバ

ムやトレーニング用のビデオCDも作成できるように

なった｡

常業活動などに不可欠なプレゼンテーション機能も大

幅に拡充した｡カメラ単体でもPowerPointスライドのプ

レゼンテーションができるようになり,パソコンを使っ

たプレゼンテーションでは,動画像付きの発表練習が可

能になった｡

監視用途では,アラーム発生時刻以前の動画像を取り

出せるMPEGレコーダを発売した｡また,無線でパソコ

ンと接続する簡易監視システムを開発したことにより,

家庭やオフィスで,面倒な配線なしで動画像での監視が

できるようになった｡さらに,本格的なネットワークカ

メラとして,TCP/IPに対応したカメラも開発している｡

まだ試作段階であるが,近い将来,ホームページを見る

ように,だれでも簡単に監視カメラのMPEG映像を見る

ことができるようになるものと考える｡
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