「そして撮影もいらなくなる」

坂口 裕靖

8mm フィルムの場合、映像（と、場合

態でイジェクトして保管しておくことがで

をデコードしてアナログビデオ信号に変換

によっては音声）がフィルムに入っていて、

きるのは画期的だったのだが、今の若い方々

して出力、という動作を行っている。

それを記録するのがカメラ、再生するのが

には伝わらないだろう。

このため、入出力はアナログ信号系（コ

プロジェクタとなっていた。といってもプ

デッキは映像・音声信号を記録・再生す

ンポジットとか S とか）の場合と、デジタ

ロジェクタは拡大投影するために必要なだ

るだけだから、デッキ単体では光学像を確

ル信号系（IEEE1394 とか）の場合の 2

けであり、光学像はフィルムそのものを肉

認することができず、ディスプレイとかプ

種類があり、どちらにも対応している。た

眼で見れば確認できる。基本的に時間方向

ロジェクタといった変換デバイスが必要だ

だしデジタル信号系はリアルタイム処理で

は長手方向になっているため、冒頭以外の

った。光学像を確認することで、その相似

あり、途切れが許されないのが厳しいとこ

部分を確認するには頭出しが必要である。

形（アナログ）であるはずの映像信号の品

ろ。

また、例えば時間的にちょうど真ん中の

質を確認するという具合であって、8mm

こちらの場合、ビットストリームをデコ

映像を見た時点で止めて、フィルムを入れ

フィルムに比べれば 1 段間接的になってい

ードして映像データに変換し、映像データ

替える、という作業は大変な困難を伴うた

る。これが（暴力的でない方の）DV とか

を光学像に変換して確認する、という 2 段

め、基本見切って巻き戻してから入れ替え

になると、入出力は基本的にビットストリ

階を踏まないと、光学像として確認するこ

るしかない。これがビデオ 8 とか VHC-C

ームとなる。デッキは形式上アナログビデ

とができない。このときデッキのコンバー

とかになると、映像と音声はカセットに内

オ信号の入出力が可能にはなっているが、

タを使うならデッキの性能が、独自のアル

蔵されたテープに保存され、記録・再生に

実際には入力したアナログビデオ信号を

ゴリズムでデコードするならそのデコーダ

はビデオデッキを使うことになる。カセッ

DV フォーマットのビットストリームに変

の性能が関与するため、光学像からビット

トであっても頭出しが必要だが、途中の状

換して記録、再生時にはビットストリーム

ストリームの出来を想像するのは大変困難

龍泉洞温泉ホテル
この度の台風 10 号で被害を受けた皆さまに、まずはお見舞い
を申し上げます ( 拝 )。縁あって岩手は宮古市、田老にちょくち

通過する人々を和ませています。気になった方は現地まで足を伸
ばしてみてはいかがでしょうか。

ょく行くわけですが、行くたびにちょっとドライブ（まあ、あの

ストリートビューで見えはしますが、実物の迫力はなかなかで

あたりだと、どこで何をするにもちょっとしたドライブにならざ

すよ。で、小本川沿いに進むとあるのが「道の駅いわいずみ」な

るを得ないわけですが）して、龍泉洞のすぐ近くにある、龍泉洞

のでした。ここは行くたびに土産物を買ったり、農産物を買った

温泉ホテルのお風呂に入りに行くのを楽しみにしてました。田老

りしてたところです。道の駅のすぐとなりがコメリ、9 名の高齢

からだと国道 45 号で小本まで行き、国道 455 号に乗り換えて

者が亡くなった「楽ん楽ん」は、コメリのちょい先、岩泉乳業の

岩泉を目指すことになります。

すぐ裏手です。このあたりは何度も行ってるところだし、岩泉乳

ちなみに小本駅のすぐ近くにある「ラーメンショップとよし」

業の岩泉ヨーグルトは風呂上がりに飲んでたりしたので、見慣れ

の手前あたりには痛車が停まってます。その後部ドアには、痛車

た場所が蹂躙された姿を見るのは大変忍びなく、録画されたニュ

にしては珍しく萌要素が極めて少ない、ムーミンとスナフキンが

ースを繰り返し見るぐらいしかできないのが、なんとももどかし

小舟に揺られてまったりしてるという、なんとも牧歌的でファン

いところでした。

タジックなペイントがなされているのに対し、ハネやら顎やらツ
ノやらがやたら生えてるという、前後の落差が激しい仕上がり、
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ホテルは営業停止して避難者を受け入れているということです
が、応援してます ( 拝 )。

である。少なくともコンバータの癖を知ら
ないと判断できない。この流れから言うと、

ろがあるが。

にあるデータはプロ系のデータを捨てる方

さて、転送がリアルタイムである必要が

向だけで対応できるが、コンシューマ系か

HDV は DV とくらべてハードウェア部分

なくなったということは、映像信号という

らプロ系に変換しようとすると、データの

は変化が無い。

時系列のデータストリームという考え方よ

生成時に捨てられてしまった、後からは補

り、単純にビットチャンクと考えたほうが

完不能なデータが必要となるため、画質劣

全く変わっており、DV フォーマットでは

良い。従って、色々あってデコードされた、

化を免れ得ないようになっているようだ。

なく MPEG2 フォーマットになっており、

ディスプレイ上の光学像を見ていて、なん

まあ逆に言えばこれらのデータを保存す

解像度の方も SD 解像度から HD 解像度に

かちろっと問題を発見したとしても、それ

るからプロ用なわけで、8mm と 16mm、

なっている。さすがにアナログの HD 解像

がビットチャンクの転送系の問題なのか、

35mm の違いに対応することになる。

度で入出力しようとすると、アナログ回路

元データそのものの問題なのか、それとも

データレートが増えるために足回りの強

側が半端じゃなくなるため、この時点で事

ディスプレイ側の問題なのかすら判断がつ

靭さを要求されることになるが、アナログ

実上アナログ映像信号を入力することはほ

かなかったりする。元データの問題だとし

時代のようにあらゆる部分での精度が求め

ぼ諦めた感じである。

ても、エンコードされているデータ自体は

られるわけではないのは、さすが 21 世紀

一方、初期の製品では出力端子として D

問題ないのだが、デコーダ側の秘孔を突い

である。

端子があったが、なんかこう、潰された感

たために露見した問題だったりすると、も

じ。こちらも光学像を得るまでは結構大変

う何をどうして良いかわからない。

しかしながらビットストリームの中身が

ここまでくると、次の動きはネットワー
ク上のストレージを使ったオンライン化だ

で、仮に本体の HDMI 端子が使えると仮定

現象すら捉えられないのだから、原因を

ろうか。ローカルストレージはあくまでバ

すると、テープから読み出した MPEG2 ス

究明できないのも当たり前だろう。一方で、

ッファであって、バックグラウンドでネッ

トリームをデコードし、デコードされたデ

映像信号のような時系列性を持たないので、

トワーク上に転送。転送されると同時に AI

ータから HD 解像度の連続した静止画デー

原理的にはランダムアクセス可能だし、テ

がカット認識やサムネイル作成、捨てカッ

タを生成し、これをディスプレイ側にデジ

ープの様に再生しすぎると擦り切れる、と

トのマーク付けなんかが行われ、
「おすすめ

タル伝送した上で、ディスプレイ側が光学

いった物理的な摩耗の問題はすべて回避で

の編集」までやってくれるのだろう。

像に変換する、というプロセスになる。

きることになった。

それどころか、撮影素材から撮影空間を

さらにこの世代となると、ディスプレイ

また、ファイルはビットの集まりでしか

再構成して、別アングルからの映像を補間

側でもいろんな加工を施すようになり、入

ないので、途中でぶった切っても、くっつ

したりして ... ジャスピンコニカから始まっ

力された画像データと出力された光学像の

ければ元通りになって、問題なく再生でき

た自動化は、何を撮影すべきだったかまで

対応関係を想像することは難しい。

る。つまり、ストレージメディア上にどん

面倒見てくれる時代に向かうのではなかろ

これに加えて MPEG2 デコーダと HDMI

な形で配置されても構わないので、トータ

うか。そこまでいくと、そもそも撮影の必

出力部の特性が重畳するわけで、もはや光

ルの容量さえあいていれば、上書きするこ

要性自体が問題になりそうだ。

学像から何が写ってるかを判断することは

となく記録できることになる。

ほぼ不可能になったと言っても良い。で、

テープの場合は、記録する映像データと

AVCHD の登場である。HDV までは多少

同じサイズの連続した空き容量が必要だが、

のバッファリングはするにしても、IEEE-

ファイルなら断片化しようがなんだろうが

1394 でやり取りするデジタル映像信号は

保存可能。もちろん連続して空いてる方が

基本的に「リアルタイム信号」だった。

色々と都合は良

これに対し、AVCHD はファイルベース

いだろうが。現在

なので、もはやリアルタイムですらなく、

は 4K カメラ用と

基本的にストレージメディアを中継するこ

し て XAVC S と

とになる。ストレージメディアのファイル

か が 出 て い る が、

入出力速度は、データストリーム自体の速

HDV 世 代 の プ ロ

度とは関係ないので、高速なデータ移動も

シューマで痛い目

できなくはない。HDV までだと映像のデー

に あ っ た せ い か、

タレートより早く読み出すことができなか

プロ市場とコンシ

ったのとは対照的である。もっとも、HDV

ューマ市場でコー

世代の環境では、HDV のデータストリー

デックパラメータ

ムを扱うのも結構ひいこら言ってたわけで、

を変更している。

コスト的に n 倍速の現実味は薄かったとこ

Hiroyasu Sakaguchi

（株）IMAGICA イメージワークス

新設、
リニューアルに関わらず
何でもご相談ください。
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