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あ ら ま し

富士通では，アナログTV放送の時代から，MPEG-2方式に対応した動画像を圧縮する
LSIを開発してきた。近年のBS/地上デジタル放送では，放送自体がMPEG-2で圧縮され
たデータとなったが，MPEG-2より更に圧縮効率の良いH.264方式に変換し直すことで，
より効率的に記録できるようにするなど応用分野は増えている。これら動画像圧縮処理

においては，映像だけでなく音声処理や圧縮処理されて生成されたデータの加工処理な

ど，それぞれのデータの特徴に応じた処理が必要となる。また，動画像圧縮処理では，

大量のメモリと大量のデータを扱うという特徴から外部DRAMの接続が必須となるため，
メモリシステムの構成方法も重要な要素である。

本稿では，これらの開発要件に対して，プラットフォームの観点から，富士通が開発

してきたLSIについて紹介する。プラットフォーム化により，設計資産とノウハウの蓄積，
および周辺環境の整備が進み，新たなLSI開発の際にも効率的な開発が行えるようになっ
ている。

Abstract

Since the days of analog TV broadcasting, Fujitsu has been engaged in the 
development of LSIs for compressing video images compatible with MPEG-2.  In recent 
BS/terrestrial digital broadcasting, the broadcasts themselves are data compressed 
with MPEG-2, but more efficient recording can be achieved by reconverting them into 
H.264, which features even higher compression efficiency than MPEG-2.  In this way, 
the fields in which LSIs for compressing video images can be applied are expanding.  
These video image compression processes, including audio processing and the 
processing of data streams generated by compression, need to match the various types 
of data to be processed.  In addition, video image compression, which characteristically 
uses a massive amount of memory and handles a large amount of data, essentially 
requires an external DRAM connection.  Accordingly, another important factor 
in such compression is the configuration of a memory system.  In relation to these 
development requirements, this paper presents the LSIs that Fujitsu has developed 
from the perspective of a platform.  The building of a platform has allowed Fujitsu to 
accumulate design assets, the surrounding environment and know-how and allowed it 
to efficiently develop new LSIs.

● 大塚竜志

動画像圧縮を支えるプラットフォーム

Platform to Support Video Encoding
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ま　え　が　き

映像をデジタル化して圧縮・伸張するための国
際標準としてMPEG-2やH.264/AVCといった規格
がある。
狭義の意味では動画像圧縮処理とは映像の圧縮
処理であるが，アナログTV放送の時代，富士通は，
他社に先駆けて，映像だけでなく音声の圧縮処理
も行い，更に圧縮処理されたデータを加工して応
用アプリケーションに応じたストリームへの加工
まで1チップで処理するLSIを開発してきた。これ
らのLSIは，映像や音声のマルチメディアのデータ
を，各規格に従ったデータに符号化するという意
味でエンコーダと呼ばれ，ハードディスクレコー
ダやパソコン向けのTV録画ボードなどの用途に使
われてきた。
その後，より効率的な圧縮方式としてH.264/

AVC方式の規格が標準化されるのに合わせて，こ
れに対応したエンコーダLSIを開発し，映像伝送
やビデオカメラなどの用途で使われてきた。更に，
BS/地上デジタル放送では，放送自体がMPEG-2
方式で圧縮されたデータとなったが，より圧縮効
率の良いH.264/AVCに圧縮し直す意味でトランス
コーダと呼ばれるLSIも開発してきた。MPEG-2の
まま記録するよりも，大幅に記録時間を延ばすこ
とが可能となり，ハードディスクの大容量化と相
まって複数のチャンネルの放送を数日～数週間と
いったレベルで全て記録するような応用製品も登
場してきている。
本稿では，各データの特徴を説明した上で，開
発してきたLSIをプラットフォームの観点から紹
介する。

各データの特徴

● 動画像データ
動画像データは，1秒間に約30枚（日本を含む

NTSC圏の場合。欧州などのPAL圏では1秒間に
25枚）の静止画データから成り立っている。アナ
ログTV放送時代のSDTV（Standard Defi nition 
Television）の動画像では，1秒間で約160 Mbps
のデータ量，HDTV（High Defi nition Television）
の動画像では，約1 Gbps程度のデータ量となる。
これらのデータを，MPEG-2やH.264/AVCでは，

ま　え　が　き

各データの特徴

各画像の相関を利用して効率的な圧縮を行うこと
で，数M～数十Mbps程度のデータにまで圧縮して
いる。
このような高い圧縮が可能なのは，もともと動
画像を構成する1枚1枚の静止画の間に，高い相関
があるためである。各静止画の画像間の違いを効
率的に抽出して，その部分だけをデータ化するこ
とで，大幅なデータ圧縮が可能になるのである。
しかし，各画像間の相関を利用するためには，
複数の画像データをメモリ（フレームメモリと呼
称する）に蓄えてから処理する必要がある。フレー
ムメモリに蓄えられる枚数が多いほど，効率的な
圧縮が可能となるため，動画像処理では，大量の
メモリが必要となる。
また，静止画1枚を処理するだけでよい場合は，
入力画像を一旦フレームメモリに蓄えた上で，時
間をかけて必要な処理を行って記録メディアに書
き出せばよいが，動画像の場合は，フレームメモ
リに入力を続けながら，フレームメモリに入力済
みの画像間でのデータ処理も滞りなく行う必要が
ある。
このように，動画像処理は大量のメモリと大量
のデータを扱うという特徴があり，LSI化の場合は，
専用のハードウェアで実現するのが一般的である。
● 音声データ
音声データは，音声というアナログ量を一定時
間単位でサンプリングしたデータである。48 kHz
周期で，ステレオの左と右の2チャネルをそれぞ
れ16ビットでサンプリングした場合，データ量は
1.5 Mbps程度となる。この音声データをAC3や
AACといった圧縮方式では，数百kbps程度のデー
タ量に圧縮している。
音声データは，データ量や圧縮率という点では
動画像データと比べると桁違いに少ないため軽視
されがちだが，音声処理では，数百～数千サンプ
ルにわたるデータに対して，何重にも演算処理を
行う必要があり，組込み系のCPUで処理するには
軽い処理ではない。
また，音声処理の方式自体が，数百MIPS程度の

DSP（Digital Signal Processor）処理を想定して
考案されている関係もあり，比較的に早い頻度で
新しい方式が考案される傾向にある。
このため，DSPや高性能なCPUと信号処理のア
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なる反面，物理的な制約がある。特に，動画像処
理では，画像間の相関を利用する関係で何フレー
ム分かの画像を蓄えておくメモリが必要となるた
め，チップ外部のDRAMは必須である。
一方，音声処理やストリーム処理は，チップ内
に必要な容量のSRAMを持たせることで，メモリ
独立型の処理の実現が可能となる。
● 共有型
処理の用途ごとに専用メモリを持たせるのでは
なく，チップの外部に接続したDRAMを一定のア
ドレス単位で用途を決めて，各処理部で共有する
方式である。
各処理部がDRAMを使用する関係で，個々の処
理部が自由に必要なデータにアクセスすることは
できなくなる。このため，処理を待たせる，もし
くはオンチップに小容量のSRAMをバッファメモ
リとして用意し，各処理でデータが必要になるの
を見越して空いているときに先読みしてデータを
用意するなど，回路上の工夫が必要となる。

各LSIの構成

図-1は，富士通が開発してきたLSIのうち，動
画像圧縮処理に関係するLSIを，以下で紹介するプ
ラットフォームの観点から分類したものである。
● MB86390系

MB86390（1）は，既開発のMPEG-2ビデオ専用エ
ンコーダLSIのコア部分を動画像処理部とし，これ
に音声処理用のDSP（HiPerion1），ストリーム処
理用の専用ハードウェア，およびLSIの全体制御の
ためのCPU（SPARClite）を搭載したものである。
概略ブロック構成を図-2に示す。
映像入力データは動画像処理部に，音声入力デー
タは音声処理部にそれぞれ直接接続され，各処理
結果のエレメンタリストリームは，ストリーム処
理部につながっている。
音声およびストリーム処理部の内部には，各処
理に必要なSRAMを，動画像処理部はDRAMコン
トローラを内蔵し，動画像処理専用の外部SDRAM
を持つ完全にメモリ独立型の構成であった。
● MB86392系

MB86392（2）は，プラットフォームを意識して開
発された最初のLSIである。
概略ブロック構成を図-3に示す。なお，MB86392

各LSIの構成

シスト回路を使って実現するのが一般的である。
● ストリーム
映像や音声などの元データに対して，各種圧縮
処理によりエンコードされたデータは，特に，ビ
デオエレメンタリストリーム，オーディオエレメ
ンタリストリームと呼ばれる。これらのデータの
ヘッダ処理をしたり，各種の管理情報を付加した
りして，アプリケーションに合わせたデータにま
とめたものをシステムストリームもしくは単にス
トリームと呼んでいる。

DVDでは，MPEG2-PS（Program Stream）と
呼ばれるデータ形式が使われ，地上/BS/CSなどの
デジタル放送やBluRayディスクでは，MPEG2-TS
（Transport Stream）と呼ばれるデータ形式が使わ
れている。このほか，MP4やMOVなど，用途によっ
てデータ形式が変わってくる。
このように，用途に合わせてデータ加工を行う
のがストリーム処理である。
ストリーム処理では，数M～数十Mbps程度の

データを扱うものの，データの大半を占めるビデ
オやオーディオエレメンタリストリームについて
は，ヘッダを付加して一定サイズで分割/結合する
といった処理がほとんどで，エレメンタリストリー
ムの中身のデータについては，ほぼそのまま，右
から左に流すだけといった処理となる。このため，
ストリーム処理には，専用ハードウェアもしくは
CPUにアシストハードウェア回路を組み合わせた
構成を取るのが一般的である。
なお，この場合のアシストハードウェアは，音
声信号処理のアシスト回路のようなCPU能力不足
を補うものというより，DMA（Direct Memory 
Access）機能などCPUのプログラムによる逐次処
理では効率が悪い定型的な処理を代替するといっ
た位置付けである。

メモリシステムの実現方法

各データの処理と合わせて重要となるのがメモ
リシステムの実現方法である。メモリシステムの
実現方法は，次の二つのタイプに分けられる。
● メモリ独立型
動画像・音声・ストリームなど，処理の用途ご
とに専用メモリを持たせる方式である。処理ごと
の最適な設計となるため，各処理の設計は簡単に

メモリシステムの実現方法
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はエンコード処理とデコード処理を同時に実行可
能な全二重コーデックだが，図ではエンコード部
分のみを抜粋している。

MB86390系は各処理部が最適設計でコンパクト
という特徴があったが，各処理部が密結合してお
り機能追加などの拡張が困難であった。
このため，MB86392では拡張性と柔軟性を重視
し，以下のような構成とした。
・各処理ブロックはDRAMコントローラの上にフ
ラットに展開する。

・各処理ブロックの間の結合は極力廃止する。
・各処理ブロックの入出力データは，DRAM上の

バッファを経由させる。
・DRAM上の各データのバッファアドレスは，

CPUが管理する。
これらの工夫により，各処理ブロックの独立性
を高め，処理ブロック単位の差替えや機能追加が
容易になった。
一方，各処理ブロックの入出力データは，必ず
外部のDRAMを経由する形のメモリ共有型となっ
たため，大量のデータを必要とする動画像処理に
とっては不利となった。具体的には，動画像処理
でDRAMアクセスが必要となっても，ほかの処理
でDRAMが使われてアクセスできず動画像処理が
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図-1　プラットフォームから見たLSIの分類
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系では動画像処理部に大容量SRAMによるプリ
フェッチメモリ（4）を持たせている。

CPUに例えれば，各処理ブロックの小容量
SRAMが1次キャッシュ，大容量SRAMによるプリ
フェッチメモリが2次キャッシュに相当する働きと
なる。
● MB86M01/02/03
ここで，MB86H50系プラットフォームの最
新LSIについて紹介する。MB86M01/02/03は，
MPEG-2もしくはH.264/AVC規格で符号化された
ストリームをデコードし，画面サイズや圧縮率を
変えてMPEG-2もしくはH.264/AVC規格で再度エ
ンコードし直すトランスコードLSIである（詳細は
本誌掲載の「H.264トランスコーダLSI」を参照）。
プラットフォームの観点から見た概略ブロック構
成を図-5に示す。

MB86M01では，MPEG-2とH.264/AVCのそれぞ
れについてエンコーダとデコーダを持ち，更に複数
のオーディオ処理部とストリーム処理部を持ってい
る。MB86H50から大幅に機能強化されているが，
MB86H50系プラットフォームに基づいて開発され
たものであり，MPEG-2の動画像処理部については，
MB86392で開発された資産を活用している。

プラットフォームの効果

プラットフォームのメリットは多数あるが，こ

プラットフォームの効果

アイドリングする状況が発生する。これが頻発す
ると，DRAMのバンド幅的には足りていても，実
際の動画像処理を実行させると，処理が間に合わ
ないという事態が生じる。
これを避けるため，各処理ブロック内でデー

タ入力が必要となるそれぞれの回路に小容量の
SRAMをバッファメモリとして用意し，各処理で
データが必要になる前に，先読みしてデータを用
意する。出力側にも，小容量のSRAMをバッファ
メモリとして用意して，出力待ちで回路がアイド
リングするのを防ぐ。これらのSRAMバッファは，
細切れのアクセスをまとめて，DRAMに対してバー
ストアクセスとなるようにする効果も持っている。
● MB86H50系

MB86390系，MB86392系 は， ア ナ ロ グTVの
SDTV用MPEG-2規格に対応したLSIであった。
これに対し，HDTV対応とH.264/AVC規格に対
応した新しいプラットフォームが，MB86H50（3）で
ある。

図-4に概略ブロック構成を示すように，プラッ
トフォームの枠組みは，MB86392系を踏襲して
いる。
しかし，HD画面サイズでは動画像処理が大幅に
増えたため，DRAMアクセス待ちのアイドリング
の影響が，各処理ブロックの小容量のSRAMだけ
ではカバーできなくなった。このため，MB86H50
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図-3　MB86392概略ブロック構成
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うになる。
（2） ノウハウの蓄積
ノウハウは様々なものがあるが，一例を挙げれ
ば，メモリバンド幅に対する実効性能の見積もり
や，回路規模と消費電力の関係など，開発したLSI
の実運用の実績をフィードバックしていくことで，

れらのLSIを開発してきた経験から特に以下の効果
が大きいと考えている。
（1） 設計資産の蓄積
各処理ブロックのハードウェアおよび制御
ファームウェアなどの設計資産が蓄積され，次の
LSI開発の際には，新規開発の部分に注力できるよ
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図-5　MB86M01/02/03概略ブロック構成
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今後は，HDTVを超える4K2K（4096×2160ま
たは3840×2160画素）や8K4K（7680×4320画素）
の画像サイズへプラットフォームを拡張させてい
くとともに，H.264/AVCの後継として規格化作
業が行われているHEVC（High Effi ciency Video 
Coding）に対応していく予定である。
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次のLSIの開発の際には，より精度の高い見積もり
ができるようになる。
（3） 周辺環境の整備
シミュレータやエミュレータなどの検証環境や
各種ツール類，実機の評価環境など，プラット
フォーム化により周辺環境が整備され，次のLSI開
発の際には，設計品質をより向上させることがで
きるようになる。
上記（1）～（3）で述べたように，プラットフォー
ムを基に蓄積および整備された多くの資産により，
新たなLSIの開発を効率的に行えるようになって
いる。

む　　す　　び

本稿では，動画像・音声・ストリーム処理の特
徴およびメディア処理に必須となるメモリシステ
ムについて説明し，プラットフォームの観点から
富士通が開発してきた動画像圧縮処理LSIについて
紹介した。

む　　す　　び

大塚竜志（おおつか　たつし）

富士通セミコンダクター（株）
アドバンストプロダクト事業本部映像
ソリューション事業部 所属
現在，動画像符号化LSIの開発に従事。
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