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深層学習を用いた低ビットレート動画の高精細化技術
洞井 晋一1
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概要：監視カメラや自動車に設置されたドライブレコーダで撮影される動画は今後 IoT 技術の拡がりとと
もにインターネットトラフィックを圧迫していくと予想されている. 監視カメラやバスなどに取り付けら
れたドライブレコーダの映像は似たような対象を撮影し続けることが多いため, 深層学習による学習が効果
的である可能性が高い. そこで, 我々は映像を 256 × 256 程度の大きさに縮小することで低ビットレート化
を行い, 閲覧時にあらかじめ学習しておいたニューラルネットワークを用いて 2 倍や 4 倍に拡大する手法
を考案した. 提案手法を用いることで, 低ビットレートでありながら高精細な動画を再生することができる
ことから, ネットワークを流れるトラフィック量の削減に期待ができる. PSNR/SSIM といった従来の指標
に加えて, 動画に映っている物体検出の再現率を用いて提案手法を評価し, 従来の手法に比べて少ないノイ
ズで物体の復元が行えていることを示した.
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性が壊れる原因となりえる.

1. はじめに

こうしたトラフィックの対称化は通信事業者への負担が

インターネット技術の発展とともに様々なデバイスが

大きく, 映像データのトラフィック削減は次世代の大きな

ネットワークに接続し，多様なデータを人間社会に提供し

課題となっており，これまで以上の劇的なトラフィック削

続けている．特にネットワークに接続されたカメラの映像

減が必要とされている．映像トラフィックの削減には非可

は需要が高く，監視カメラだけでなくドライブレコーダや

逆圧縮を行うことが一般的であり，MPEG をはじめとし

映像配信など様々な用途に用いられている．このような映

て H.264 や H.265 などの規格が定められ，一般的にも利用

像トラフィックは現在すでにインターネットトラフィック

されている．これらの映像圧縮技術は一般的に映像を圧縮

の大半を占めているばかりか, 将来的にも増加していくこ

する場合に非常に有用であるが, 監視カメラやバスに取り

とが見込まれている. 文献 [1] によれば, インターネット

付けられたドライブレコーダのように撮影対象が限定的な

トラフィックのうち 80〜90%は映像トラフィックで占め

ものであれば, 更にトラフィック削減が可能な方式が考え

られており, 2021 年でも 82%を占めると予測されている.

られる. 例えば撮影対象にほとんど変化のない監視カメラ

映像トラフィックの中でもライブインターネットビデオの

であれば, 変化がないときは情報を送る必要がなく, 変化が

トラフィックは従来のテレビ放送を置き換え, 多量のトラ

あった部分的な場所だけで通信を行えば極端にトラフィッ

フィックを生成する可能性があると報告されており, すで

ク量を減らすことが出来る. しかし, このような変化のあっ

にビデオトラフィックの 3%を占めているが,2021 年には

た場所を特定して送信するような方法は, プログラミング

13%まで増加すると見込まれている. こうしたライブイン

することが非常に難しい. 監視カメラのようなほとんど撮

ターネットビデオのトラフィックのうち, 監視カメラに代

影対象に変化が無い場合であっても, 風の影響やノイズな

表されるような IoT 機器を用いたユーザ生成コンテンツ

どの影響があるため, 画素毎に変化を判断することが難し

のトラフィックは, シナリオによってはアップロードトラ

い. ドライブレコーダの映像であれば, 同じ路線を通るバ

フィックが増大し, アップロードとダウンロードの非対称

スであったとしても道路上の全く同じ場所を通過するわけ
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ではないため, 撮影される映像も全く同じものにはなりえ
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ない. このため, 理論的には高い圧縮率を実現できそうな

方式を, 動画のそれぞれのフレームに適用すれば低解像度

被写体であっても, 実際には劇的に圧縮率を高めることが

の動画を高解像度に変換することができる. このとき,20fps

できていないのが現状である.

の動画をリアルタイムで復元するには 1 枚のフレームを

こうした画像解析の分野では, ニューラルネットワーク

50msec 程度で復元する必要がある. 画像を生成するニュー

を用いた深層学習の方式が注目を集めている. 画像に何が

ラルネットワークとしては,GAN（Generative Adversarial

映っているかを判別するような研究では従来の手法より

Network）の方式を用いたものが注目されている. 例えば

飛躍的に高い精度を実現しただけでなく, 画像のスタイル

pix2pix[4] ではモノクロ画像や線画の着色や, ラベル化され

を変換する研究 [2] やテキスト情報から画像を生成する研

た画像を写真へ変換するなど, 入力と出力の画像がそろっ

究 [3], 線画を着色する研究 [4] など画像に関する様々な研

ていれば, 汎用的に様々な画像変換を実現できている. し

究が行われてる. これらの研究は従来から理論的には可能

かし,pix2pix は GAN による学習効果が非常に高いにも関

であろうと想定されていたが, プログラミングすることが

わらず, 我々が用意した低ビットレート動画のフレームを

難しい分野であったと我々は考え, 同様の問題である本研

高解像度化しても精細な画像は得られなかった. これは

究にも深層学習を用いることが出来ると考えた.

pix2pix が学習する際の損失関数が Discriminator による

以下に本論文の構成を述べる. 2 章に関連研究を述べ, 3

評価に加えて画素単位の誤差を評価しているため, 画素毎

章に我々の提案手法を述べる. 4 章に実験と評価を述べ, そ

の差分を小さくしようとする際に中間的なボケた画像を生

れについての考察を 5 章に述べる. 最後に 6 章にてまと

成するためと考えている. 一方で Discriminator だけの評

める.

価を行った場合は画素単位での誤差が逆伝搬しないため,
安定的な画像を得ることが難しい. また,Generator も 1 次

2. 関連研究

元まで畳み込んでから元に戻すような実装となっているた

我々の目的は動画によるトラフィック量を削減すること

め, 例えば画素毎の色情報（チャネルの値）を再現するこ

であるため, 低ビットレートの動画から高精細な動画をリ

とは得意でも精細な部分を再現することは困難であると推

アルタイムに生成することが目標となる. 低ビットレート

定できる*1 .

の動画を生成するには主に下記の 3 つの手法が考えられる.

低解像度の画像から高解像度の画像を生成する GAN と

( 1 ) エンコード時にビットレートを指定することで生成

しては enhanceNet[5] が提案されており, 元のサイズから 8

する

倍程度に拡大することに成功している. しかし,enhanceNet

( 2 ) フレームレートを下げてビットレートを下げる

では 32 × 32 の画像を 256 × 256 への拡大では高精細な画

( 3 ) 動画の解像度を下げてビットレートを下げる

像が得られているものの, 256 × 256 から 2 倍や 4 倍に拡大

1 の方法を用いることで, 特に H.264 などの動画フォーマッ

した場合では期待したほどの高精細化は得られなかった.

トではビットレートに応じた最適な動画を得ることができ

これは特に enhanceNet の Discriminator が出力画像のみ

る. しかし, 例えばフル HD の動画を 100Kbps に指定した

で真偽を判断するような設計となっているため, GAN によ

場合など, 極端に低いビットレートを指定した場合にはノ

る学習が効率的に行われていないと想定している. また, 入

イズが非常に多い動画となってしまう. こうしたノイズは

力画像のサイズが大きくなるとニューラルネットワーク全

乱数的に動画へと挿入されてしまうため, ニューラルネッ

体のニューロン数が多くなるため, 学習や画像の生成に時

トワークによる学習が効果的に進まないと考えられるため,

間がかかってしまうという問題もある. 我々はこれらの状

深層学習に用いるには適していない. 2 の方法を用いるこ

況から,enhanceNet を元にして低ビットレート動画の高精

とでビットレートを下げることができるが, その効果は高

細化に適した新しいニューラルネットワークを実装し評価

くない. 例えば 60fps の動画を 30fps に変更しても, フレー

した.

ム間の補完を動画フォーマットが行うため, ビットレート
は半分にはならない. また, 深層学習でフレーム間の補完を
行うには時系列の関係性を学習させる必要があり, 実現が

3. 深層学習を用いた低ビットレート動画の高
精細化技術

難しい. 一方で 3 の方法では, フレームごとの解像度が低

本研究では低ビットレート動画を高精細化するために, 深

くなるものの, 同じものを撮影した際に同じようなフレー

層学習を用いた方式を提案する. 提案手法について, ニュー

ムになるため, 学習効果が期待できる. 加えてビットレー

ラルネットワークの設計を 3.1 節に, リアルタイムの動画

トの低減効果も他と比べて大きいため, 本研究では低解像

生成を行うために必要な Batch 処理による高速化方式を

度の動画から高解像度の動画生成を目標とした.
低解像度の動画を高解像度の動画にする深層学習の研究

*1

はほとんど行われていないが, 動画ではなく画像を高解像
度にする深層学習の研究は幅広く行われている. これらの
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pix2pix ではスキップと呼ばれる, 元の画像を出力画像に混ぜ合
わせる部分があるため, 色の再現に加えて輪郭を復元しているよ
うに見えるが, そもそも元の画像に精細な部分が含まれていない
場合はほとんど再現されない.

で GPU を使用するため, GPU を 2 つ用意しなければなら

3.2 節に述べる.

ない点が通常の利用とは異なっている.

3.1 ニューラルネットワークの構成
3.2 Batch 処理による高速化

図 1 にニューラルネットワークの構成を示す.

下記の方法で低解像度の動画を高解像度に変換する方法
を提案する.

( 1 ) 学習用の高解像度動画（HRtrain ）から低解像度動画
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( 2 ) HRtrain ,LRtrain の動画をフレームに分割する
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( 3 ) HRtrain のフレームと LRtrain のフレームのペアで深
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層学習を行い, 学習済みモデル（Model）を生成する

Input画像ファイル
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( 4 ) 復元用の低解像度動画（LRtest ）をフレームに分割する
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enhanceNET

(256, 256, 3)
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真偽判断

Target画像ファイル
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pix2pix

( 5 ) Model を用いて LRtest を高解像度動画 HRest のフレー

Loss
評価・学習

ムを生成する

Output画像がTarget画像に
近づくように学習させる

( 6 ) HRest をまとめて HRest を生成する

512

Input画像とTarget画像、Output画像を使って
生成された画像なのか本物なのかを見分ける

512

このうち,3 の学習時間を短縮し,5 のフレーム生成時間を,

3

(512, 512, 3)

画像の精度を保ちながら短縮する必要がある. 学習時間と
生成時間は主にニューラルネットワークに含まれるニュー
図 1: ニューラルネットワークの全体図

ロン数に影響しており, 特に生成時間はニューラルネット
ワークの層の数を減らせば高速化が見込めるが, 一般的に

ニューラルネットワークは低解像度の画像を入力すると,

生成される画像の精度はニューラルネットワークの層の数

出力画像として高精細な画像を得ることができる. どのよ

が多ければ多いほど学習効果が高くなる傾向にあるため, 極

うな画像が得られるかは学習の内容によって異なる. 学習

端に減らすことは現実的ではない. 一方で特に enhanceNet

時には低解像度の画像と, 教師データとなる低解像になる

では各層のニューロン数は入力される画像サイズによる影

前の元の画像を入力する.

響が大きく, 低解像度の画像を入力すれば各層のニューロ

Generator は en-

ン数はさほど大きくならない. 例えば 256 × 256 の画像を

hanceNet の論文を元に実装しているが, Residual Block

入力した場合,1 画素を 4 バイトで表現したとしても 1 色

のチャネル数を 32 に変更し, 層の数は 20 としている. ま

（チャネル）あたり 256KB となり, これを 32 チャネルほ

実 装 に は Tensorflow[6] を 用 い た.

た, 活性化関数には ReLU ではなく,pix2pix でも利用され

どに拡張し,20 層ほど重ねたとしても 160MB 程度である

ている Leakly ReLU を用いた. Discriminator は pix2pix

ため, GPU のメモリ空間にはまだ余裕があるといえる. そ

の実装を用い, Real/Fake の画像だけではなく入力された画

こで, 我々はニューラルネットワークの層の数は減らさず

像も加え, より真偽判断を行いやすいように改良している.

に, 深層学習で良く用いられる batch 処理を用いて複数の

損失関数には enhanceNet で用いられている Percep-

フレームを一度に復元することで 1 枚当たりの復元時間を

tual Loss, Texture Loss に加えて, 画素毎の平均二乗誤

短くした. batch 処理を行うことでメモリの使用量は増え

差,pix2pix を用いて実装した Discriminator の誤差を用い

るが, 前述した 160MB のモデルを 20 倍しても 3.2GB で

ている. それぞれの値には係数（Lp, Lt, L1, La）を乗算し,

あることを考えれば, 十分に実現可能であると考えている.

出力される画像が安定するように調整を行った. パラメー

20 枚の画像を一度に batch 処理として投入し,1 秒で画像

タを探索した結果,Lp = 0.2, Lt = 0.02, L1 = 10, La = 0.1

の生成ができたとすると 20fps の速度を達成したことにな

にすることで最も良い結果を得ている.

る. 一方で,batch 処理をする枚数が多いほど一枚当たりに

入力画像は縦横の大きさが等しく,2 の累乗のピクセル

かかる時間は短くなるが, 遅延も大きくなる. しかし, 監視

サイズである必要がある. 一方で一般的な動画はフル HD

カメラやバスのドライブレコーダといった用途であれば 1

（1920 × 1080）のように横長であるものが多いが, その場
合は同じニューラルネットワークを二つ横に並べることで
横長の画像にも対応した. プログラム上で入力画像を半分

秒程度の遅延は問題ないと考えられる.

4. 実験の結果と評価
提案手法を用いて, 定点設置したカメラの映像とバスに

に分割し, 左右それぞれのニューラルネットワークに入力
し, それぞれの出力画像を左右に並べて結合してから出力

取り付けたドライブレコーダの映像の復元を試みた.

するため, プログラムを使用する際には特に内部構造を意
識する必要はないが, それぞれのニューラルネットワーク
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4.1 実験結果画像
定点設置したカメラでは 256 × 128 の横長サイズで,20fps
の動画を作成し,100kbps に圧縮した. 図 2 に撮影した動画
の 1 フレームを示す. これを提案手法で復元したフレームを
図 3 に示す. 元のフレームのサイズから 4 倍した 1024×512
のサイズに復元し, 20fps の動画をリアルタイムに生成して
いる. 図を見ても分かるように元の画像にはほとんど映っ
ていない人形横のハサミや電話のプッシュボタンなどまで
復元できていることが分かる.

図 4: 入力したドライブレコー

図 5: 復元したドライブレコー

ダの画像

ダの画像

( 1 ) 提案手法を適用する前の 256 × 256 サイズの動画を 2
倍に拡大した動画

( 2 ) 元のフル HD 動画を 512 × 512 に縮小し, 更に 100Kbps
へと圧縮した動画
手法 (1) と比較することで, 既存の拡大手法を用いた場合
と比較した. 拡大のアルゴリズムには LANCZOS 法を用い
た. また, 手法 (2) と比較することで, 既存の圧縮手法を用
いた場合と比較した. 動画圧縮のアルゴリズムには H.264
図 2: 入力した定点カメラの画像*2

を用いた. 以後, 本論文では元のフル HD 動画を元動画, 手
法 (1) の動画を手法 (1) 動画, 手法 (2) の動画を手法 (2) 動
画, 提案手法によって生成した動画を提案手法動画と呼ぶ.
ドライブレコーダで撮影した動画をフレームに分割し,

7000 枚の画像を用意し,54 時間学習を行った. 実験に用い
た計算機は表 1 の通りである. 尚,GPU は 4 枚搭載してい
るがモデルとしては 1 枚しか利用していない.

図 3: 復元した定点カメラの画像

CPU

Xeon E5-2620 v4 ×2

Memory

64GB

GPU

Geforce 1080Ti ×2
表 1: サーバ構成

図 4 にドライブレコーダで撮影した映像の 1 フレームを
示す. これは 256 × 256 の正方形サイズで 20fps の動画を

結果を表 2 に示す. 結果に示す通り,PSNR/SSIM 共に最

撮影し,100kbps に圧縮している. 図 5 に提案手法で復元し

も良いのは手法 (1) となり, 次いで提案手法, 手法 (2) の順

たフレームを示す. ドライブレコーダの映像は定点設置し

となった. 図 6 に各手法のある 1 フレームの画像を示す.

たカメラほど同じ画像が続くわけではないため, 定点設置

図を見ても分かる通り, 直感的には提案手法が最も綺麗に

の 4 倍ではなく 2 倍の 512 × 512 のサイズに復元した. 図

拡大しているように見えるが, PSNR と SSIM は手法 (1)

を見ても分かるように, 定点設置の画像ほどではないが, ド

が最も高い値を示した.

ライブレコーダに設置した動画であっても高精細に復元で
手法 (1)

提案手法

手法 (2)

PSNR (dB)

31.54

30.00

29.69

SSIM

0.950

0.944

0.917

きていることが分かる.

4.2 PSNR/SSIM による評価

表 2: PSNR/SSIM の評価結果

画像圧縮の復元率などに利用される,PSNR や SSIM と
いった指標を用いて提案手法の評価を行った. 評価はドラ
イブレコーダで撮影した映像に対して実施し, 元のフル HD
動画を 512 × 512 に縮小した動画の各フレームと比較する

4.3 物体検出率による評価

ことで PSNR/SSIM を評価した. また, 比較対象として下
記の二つの手法を用いた.

従来の指標値での評価が難しいため, 物体検出を用いた
新しい評価方法を用いた. 元動画から検出できる物体と, 提
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図 6: ドライブレコーダ映像の比較. 左から元動画, 手法 (1) 動画, 提案手法動画, 手法 (2) 動画のフレーム画像を示している. 下段には赤枠で囲っ
た部分を拡大している.

案手法動画から検出できる物体の差異を評価することで,

自動車は元動画からは確度 90%で検出できているが, 手法

元動画にどの程度まで似た動画を生成できているかを評価

(1) からは検出できず, 提案手法では 53%となり, 手法 (2)

する. 物体の検出には Google の提供している Tensorflow

では 76%となった. こちらも図を見ただけでは手法 (1) と

Object Detection API を利用した. また, 独自での学習は

手法 (2) の差はほとんどなく, 提案手法は輪郭を強調でき

行わず, 提供されている学習済みモデルを用いた. 評価関数

ているため検出できそうにも思えるが, 結果としては 2 が

に用いている VGG19 を用いて判別する方法や, Tensorflow

最も高くなっている.

Object Detection API を撮影対象に特化して学習させる方
手法 (1)

提案手法

手法 (2)

人物

20.00

20.00

31.43

自動車

14.71

22.53

31.66

信号

12.50

12.50

43.75

14.97

22.11

31.97

法などもあるが, 独立して学習した汎用的なモデルを用い
ることで公平な評価を行うこととした. 以下に評価手法を
示す.

( 1 ) 元動画から 1 フレームを抽出し, 物体検出を行った結

全体

果（出現位置, 確度, 物体クラス）をリストとして保存

表 3: 物体検出率の評価結果

する

( 2 ) リスト内の物体検出結果のうち確度が 70%以上のもの
だけを正解データとする

5. 考察

( 3 ) 対象となる動画の同一時間フレームから物体検出を
本章では 4.2 節,4.3 節の評価結果と, 評価手法について

行ってリストとして保存し, 同様に確度が 70%以上の

の考察を述べる.

ものだけを対象データとする

( 4 ) 対称データの物体クラスが正解データの物体クラスと
同じで, かつ出現位置が画像サイズの 3%以内の誤差で

5.1 PSNR/SSIM による評価の考察
提案手法は PSNR/SSIM による評価で手法 (1) よりも悪

収まっている対象データを抽出する

( 5 ) 抽出した対象データの個数と, 正解データの個数の割

い結果となった. これは,enhanceNet の論文中にも指摘さ
れているように, 損失関数としてピクセル毎の一致率を重

合を評価する
手法 (1) 動画, 手法 (2) 動画と提案手法動画を評価対象の
動画とし, 検出した物体のクラスのうち, 自動車, 人, 信号
と, それら全体の合計を評価した. 評価結果を表 3 に示す.
物体検出の結果では手法 (2) が最も高くなり, 次いで提案
手法, 手法 (1) の順となった. 物体検出の精度に差があった
フレーム画像を図 7 に示す. 中央付近に映っている遠方の

要視していないため, ピクセル毎に比較を行う PSNR や

SSIM の指標値が高くはならないことを示している. 例え
ば図 6 で拡大した石垣の左上の石には雨の汚れが映ってい
るが, 提案手法ではそれが石垣の割れ目のように画像を生
成してしまっている. このような違いは直感的には分かり
にくいものの, ピクセル毎の比較を行うと差分が大きくな
り, PSNR や SSIM といった指標値が小さくなってしまう
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図 7: 物体検出の精度に差があったフレーム例. 左から元動画, 手法 (1) 動画, 提案手法動画, 手法 (2) 動画のフレーム画像を示している.

るため, 拡大しても検出率が上がっていないためと考えら

原因となっている.
提案手法での損失関数にはピクセル毎の一致率を評価す

れる. 以上のことから, 我々は物体検出による評価を行っ

る係数として L1 があり, L1 を他の係数に比べて非常に大

た結果, 提案手法によって生成された画像が物体を再現で

きな値にすることで PSNR や SSIM の値を高くするような

きていることを確認した.

学習を行うことができる. しかし, そのような学習を行っ
た場合は手法 (1) のように輪郭がはっきりしない画像が生

5.3 深層学習を用いた画像生成の評価手法
本研究では PSNR/SSIM による評価と, 物体検出による

成される傾向にある.
一方で手法 (2) のように圧縮によるブロックノイズが多

評価を行い, 提案手法によって生成された画像が他の手法

い動画よりは提案手法の方が PSNR/SSIM の値が高くなっ

よりも有益であることを示した. 一方で, 提案手法により生

た. これは手法 (1) では拡大する際に平均的な色を用いて

成された動画を社内の社員や, バス会社の社員に確認して

輪郭を滑らかに補完するのに対し, 手法 (2) で発生するブッ

もらったところ, 明らかに提案手法の方が良いという評価

クノイズは平均的な色を用いるものの輪郭を無視した矩

を得ている. こうした主観的な評価を反映した定量的な評

形となって発生する. 提案手法では疑似的に画像を生成す

価手法を発見しなければ, ニューラルネットワークの生成

るため, 前述したようなピクセル毎の一致率は平均的に色

した画像を正当に評価することは難しい. しかし、この評

を補完した場合よりも悪くはなるが, 輪郭を無視したよう

価は簡単ではない. 例えば閲覧者が道路上の標識を重要視

な補完方法よりは良い結果となったと考えられる. 以上の

しているのであれば, 道路標識の検出率を主要素として評

ことから, 我々は PSNR/SSIM を用いた評価を行った結果,

価すればよいが, そもそも撮影時に標識を解析してテキス

提案手法によって生成された画像は同一ビットレートの動

ト等で送付すれば閲覧者の目的は達成されるため, 低ビッ

画よりも低ノイズであることを確認した.

トレートで映像を送信する必要がない. 閲覧者にとって動
画が必要となる場面とは, 実際に何を見たいかは明確に定

5.2 物体検出による評価の考察

まっておらず, 潜在的に目的を持っているが閲覧者自身も

物体検出による評価では,PSNR/SSIM の評価とは逆に

それを認識できていないような場合だと考えられる. 実際

手法 (2) が最も良い結果となった. 手法 (2) で用いている

にバス会社の社員に閲覧して頂いた際には, バス停で待っ

H.264 の圧縮方式では, 前後フレームで同一のものが映っ

ている乗客の人数を把握できたことが有益であったという

ている場合, フレーム間の参照を行って効率的に圧縮を行

回答を得ている. これはバス会社が乗客の人数に応じて増

う. そのため, 特に物体検出の対象となるような前後フレー

便を出すかどうかの判断に利用できるからであるが, こう

ムで変化の少ない物体については高精細な画像となり, 検

した利用方法は事前に得られたわけではなく, あくまで映

出率が高くなったのではないかと考えられる.

像を閲覧した結果として得ることができている. そのため,

提案手法での検出率を上げるには, 損失関数に物体検出

低ビットレートでの映像転送を評価する際には明確な目的

による結果を加えれば良い. 動画の閲覧で重要となるのは

を用いて評価するのではなく, PSNR/SSIM のように機械

何かしらの物体を閲覧することであると仮定すれば, 物体

的・数値的な評価を実施すべきだと考えている.

検出の結果を損失関数に導入することには合理性があると
考えられる. しかし, 物体検出を目的として動画を閲覧す

6. まとめ
映像データを流通させることはトラフィック量が大き

るのであれば, そもそも撮影時に物体検出を行い, その結果

くなることから劇的なトラフィック量の削減が求められ

をサーバやユーザに転送すれば良い.
一方で手法 (1) のように拡大した輪郭がはっきりしない

る. 我々は小さなサイズの動画をニューラルネットワーク

画像では物体の検出率が低くなることが分かった. これは

を使って大きなサイズへと拡大することでネットワークを

物体の検出に必要な輪郭などの特徴が失われてしまってい

流れるトラフィック量の削減を試みた. 固定的に設置した
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カメラで撮影した映像であれば 4 倍程度まで拡大できる
ことを確認し, ドライブレコーダのように移動するような
カメラであっても 2 倍程度まで拡大できることを示した.

PSNR や SSIM といった従来の評価指標に加えて, 物体検
出が行えるかどうかの評価を合わせることで, 提案手法は
ノイズが少なく, 物体を再現できることを確認した.
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