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(57)【要約】
高い動特性の最初のディジタルピクチャの送信システム
は、各々の画素の輝度が標準的な動特性により符号化さ
れるピクチャを符号化する標準的なビットストリームと
、
前記標準的なビットストリームに含まれる標準的な動特
性により符号化される輝度から高い動特性のピクチャの
輝度を再構成するのに必要な情報を有する少なくとも第
２ビットストリームと、を生成することができる符号化
ユニットを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々のピクチャの各々の画素の輝度のレベルがｍビットにおいて符号化され、ここで、
ｍは１０以上の整数である、高い動特性の最初のディジタルピクチャの送信システムであ
って、
　少なくとも２ｍの有効なレベルの中からの何れかのレベルに前記各々の画素の輝度を調
整することができる、画素マトリクスを有する高ダイナミックレンジスクリーンを備えて
いる、少なくとも１つの高い動特性のピクチャ受信器と、
　２ｎ以上であって、ここで、ｎは厳密には、ｍ未満の整数である、有効なレベルの何れ
かのレベルのみに前記各々の画素の輝度を調整することができる、画素マトリクスを有す
るスクリーンを供給する、少なくとも１つの標準的な動特性のピクチャ受信器と、
　最初のピクチャを符号化するビットストリームを生成する特定の符号化ユニットを有す
る送信器であって、全ての受信器に前記ビットストリームを送信することができる、送信
器と、
を有する送信システムであり、前記符号化ユニットは、
　各々の最初のピクチャの各々の画素の輝度が多くともｎビットにおいて一意に符号化さ
れる最初のピクチャを符号化する標準的なビットストリームと、
　前記標準的なビットストリームに含まれるｎビットにおいて符号化される輝度から各々
の最初のピクチャの各々の画素のｍビットにおいて符号化される輝度を再構成するのに必
要な付加情報を有する少なくとも第２ビットストリームと、
を有する、ことを特徴とする送信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の送信システムであって、前記高い動特性のピクチャ受信器は、
　ピクチャＩＬＥＤを投写することができるピクチャ投写器と、
　前記ピクチャ投写器により背後から照明される液晶ディスプレイであって、ピクチャＩ

ＬＣＤを表示する、液晶ディスプレイと、
を有する、送信システムであり、
　前記第２ビットストリームは、前記ピクチャＩＬＣＤの各々の画素と、前記標準的なビ
ットストリームから得られる前記ピクチャＩＬＣＤの推定からの各々の対応する画素との
間の輝度の差分を有する残りのビットストリームである、
ことを特徴とする送信システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の送信システムであって、前記符号化ユニットは、前記標準的なビット
ストリームに従って前記ピクチャＩＬＥＤを符号化する第３ビットストリームを生成する
ことができる、ことを特徴とする送信システム。
【請求項４】
　各々の画素の輝度のレベルがｍビットにおいて符号化され、ここで、ｍは１０以上の整
数である、高い動特性の最初のディジタルピクチャを符号化するビットストリームを生成
するのに適する符号化ユニットであって、
　各々の最初のピクチャの各々の画素の輝度が多くともｎビットにおいて一意に符号化さ
れ、ここで、ｎは厳密には、ｍ未満の整数である、最初のピクチャを符号化する標準的な
ビットストリームと、
　前記標準的なビットストリームに含まれるｎビットにおいて符号化される輝度から各々
の最初のピクチャの各々の画素のｍビットにおいて符号化される輝度を再構成するのに必
要な付加情報を有する少なくとも第２ビットストリームと、
を生成することができることを特徴とする符号化ユニット。
【請求項５】
　請求項４に記載の符号化ユニットであって、該符号化ユニットは、ピクチャＩＬＣＤの
各々の画素と、前記標準的なビットストリームから得られる前記ピクチャＩＬＣＤの推定
からの各々の対応する画素との間の輝度の差分のみを符号化する第２の残りのビットスト



(3) JP 2009-516950 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

リームを生成することができ、前記ピクチャＩＬＣＤは、ピクチャＩＬＥＤを投写するピ
クチャの投写器により背後から照明される液晶ディスプレイにより表示されるピクチャで
ある、ことを特徴とする符号化ユニット。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の符号化ユニットであって、該符号化ユニットは、前記標準的な
ビットストリームに関して前記ピクチャＩＬＥＤを符号化する第３ビットストリームを生
成することができ、前記ピクチャＩＬＥＤは、液晶ディスプレイを背後から照明するよう
に用いられるピクチャ投写器により投写されるピクチャである、ことを特徴とする符号化
ユニット。
【請求項７】
　各々の画素の輝度のレベルがｍビットにおいて符号化され、ここで、ｍは１０以上の整
数である、高い動特性の最初のディジタルピクチャの復号化ユニットであって、
　各々の最初のピクチャの各々の画素の輝度が多くともｎビットにおいて一意に符号化さ
れ、ここで、ｎは厳密には、ｍ未満の整数である、最初のピクチャを符号化する標準的な
ビットストリームと、
　前記標準的なビットストリームに含まれるｎビットにおいて符号化される輝度から各々
の最初のピクチャの各々の画素のｍビットにおいて符号化される輝度を再構成するのに必
要な付加情報を有する少なくとも第２ビットストリームと、
から、前記標準的なビットストリームに含まれるｎビットにおいて符号化される前記輝度
から各々の最初のピクチャの各々の画素のｍビットにおいて符号化される輝度を、再構成
することができることを特徴とする復号化ユニット。
【請求項８】
　請求項７に記載の復号化ユニットであって、該復号化ユニットは、残りのビットストリ
ームからのピクチャＩＬＣＤ及び標準的なビットストリームから得られるピクチャＩＬＣ

Ｄの推定を生成することができ、前記残りのビットストリームは、ピクチャＩＬＣＤの各
々の画素と前記標準的なビットストリームから得られるピクチャＩＬＣＤの推定の各々の
対応する画素との間の輝度の差分のみを符号化し、前記ピクチャＩＬＣＤは、ピクチャＩ

ＬＥＤを投写するピクチャの投写器により背後から照明される液晶ディスプレイにより表
示されるピクチャである、ことを特徴とする復号化ユニット。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の符号化ユニットであって、該復号化ユニットは、前記標準的な
ビットストリームからピクチャＩＬＥＤを再構成することができ、第３ビットストリーム
は前記標準的なビットストリームに関して前記ピクチャＩＬＥＤを符号化し、前記ピクチ
ャＩＬＥＤは、液晶ディスプレイを背後から照明するように用いられるピクチャ投写器に
より投写されるピクチャである、ことを特徴とする復号化ユニット。
【請求項１０】
　各々の最初のピクチャの各々の画素の輝度のレベルがｍビットにおいて符号化され、こ
こで、ｍは１０以上の整数である、高い動特性の最初のディジタルピクチャを符号化する
方法であって、請求項４乃至６の何れか一項に記載の符号化ユニットにより実行される、
符号化方法であり、
　各々の最初のピクチャの各々の画素の輝度が多くともｎビットにおいて一意に符号化さ
れる、最初のピクチャを符号化する標準的なビットストリームを生成する段階と、
　前記標準的なビットストリームに含まれるｎビットにおいて符号化される輝度から各々
の最初のピクチャの各々の画素のｍビットにおいて符号化される輝度を再構成するのに必
要な付加情報を有する少なくとも第２ビットストリームを生成する段階と、
を有することを特徴とする符号化方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の符号化方法であって、請求項５に記載の符号化ユニットにより実行
可能であり、前記の第２ビットストリームを生成する段階は、ピクチャＩＬＣＤの各々の
画素と前記標準的なビットストリームから得られるピクチャＩＬＣＤの推定の各々の対応
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する画素との間の輝度の差分のみを符号化する残りのビットストリームを生成する段階で
ある
ことを特徴とする復号化ユニット。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の符号化方法を用いて符号化された高い動特性の最初のディジタルピ
クチャの復号化方法であって、標準的なビットストリーム及び少なくとも第２ビットスト
リームからｍビットにおいて前記符号化された輝度を再構成する段階を有する、ことを特
徴とする復号化方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の符号化方法を用いて符号化されたピクチャについての、請求項１２
に記載の復号化方法であって、標準的なビットストリーム及び残りのビットストリームか
らピクチャＩＬＣＤの推定を構成する段階を有する、ことを特徴とする復号化方法。
【請求項１４】
　各々のピクチャの各々の画素の輝度のレベルがｍビットにおいて符号化され、ここで、
ｍは１０以上の整数である、高い動特性の最初のディジタルピクチャの送信信号であって
、
　各々の最初のピクチャの各々の画素の輝度が多くともｎビットにおいて一意に符号化さ
れる最初のピクチャを符号化する標準的なビットストリームであって、ｎは厳密には、ｍ
未満の正数である、標準的なビットストリームと、
　前記標準的なビットストリームに含まれるｎビットにおいて符号化される輝度から各々
の最初のピクチャの各々の画素のｍビットにおいて符号化される輝度を再構成するのに必
要な付加情報を有する少なくとも第２ビットストリームと、
を有する、ことを特徴とする送信信号。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高い動特性のピクチャ送信システム、符号化及び復号化ユニット及びこのシ
ステムのための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ピクチャの動特性は、前記ピクチャの各々の画素の輝度を符号化するために必要なビッ
ト数に対応する。
【０００３】
　“標準的な動特性の受信器”は、多くとも２ｎの輝度レベルを表示することができる受
信器を指定し、ここで、ｎは、典型的には、８に等しいかそれ以下である整数である。
【０００４】
　高い動特性のピクチャ受信器は、少なくとも２ｍの輝度を表示する受信器であり、ここ
で、ｍは１０に等しいかそれ以上である整数である。
【０００５】
　“高い動特性のピクチャ”はまた、画素の輝度がｍビットで符号化されるピクチャを指
定する。“標準的な動特性のピクチャ”は、典型的には、ｎビット以上に亘って符号化さ
れる輝度を有する。
【０００６】
　高い動特性のピクチャ受信器は、例えば、次の文献“Ｈｉｇｈ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａ
ｎｇｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｓｙｓｔｅｍ”，ｂｙ　Ｈ．Ｓｅｅｔｚｅｎ，Ｗ．Ｈｅｉｄｒ
ｉｃｈ，Ｗ．Ｓｔｕｅｒｚｌｉｎｇｅｒ，Ｇ．Ｗａｒｄ，Ｌ．Ｗｈｉｔｅｈｅａｄ，Ｍ．
Ｔｒｅｎｔａｃｏｓｔｅ，Ａ．Ｇｈｏｓｈ，Ａ．Ｖｏｒｏｚｃｏｖｓ，ｔｏ　ｂｅ　ｐｕ
ｂｌｉｓｈｅｄ　ａｔ　ＳＩＧＧＲＡＰＨ　０４，８－１２　Ａｕｇｕｓｔ　０４，Ｌｏ
ｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ，ＵＳＡ（以下、この文献についてはＡ１と略記する）に記載されて
いる。
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【０００７】
　それ故、高い動特性の最初のディジタルピクチャの送信システムであって：
－　画素マトリクスから構成されるＨＤＲ（高ダイナミックレンジ）を備えている少なく
とも１つの高い動特性のピクチャ受信器であって、各々の画素の輝度は少なくとも２ｍの
有効なレベルの中からの何れかのレベルを占めるように調整されることができる、高い動
特性のピクチャ受信器と、
－　画素マトリクスから構成されるスクリーンを備えている少なくとも１つの標準的な動
特性のピクチャ受信器であって、少なくとも２ｎの有効なレベルの中からの何れかのレベ
ルのみを占めるように、各々のピクチャの輝度を調整することができる、標準的な動特性
のピクチャ受信器であり、ここで、ｎは厳密には、ｍ未満の整数である、ピクチャ受信器
と、
－　最初のピクチャを符号化するビットストリームを生成することができる特定の符号化
ユニットを有する送信器であって、全ての受信器にそれらのビットストリームを送信する
ことができる、送信器と、
を有する、送信システムを実現することが好ましい。
【０００８】
　ディジタルピクチャは、最初の２つの座標Ｘ、Ｙは、例えば、ピクチャにおける画素の
位置を表し、第３の座標はその輝度のレベルを表す三次元マトリクスとして理解される。
映像フィルムが含まれるとき、時間を表す第４の次元がこのマトリクスに加えられる。そ
れらのマトリクスは、ピクチャ受信器に対するものであるため、送信されることは可能で
ない。
【０００９】
　今日まで、標準的な動特性のピクチャ受信器は、高い動特性のピクチャを符号化するビ
ットストリームを直接、表示することはできない。実際には、高い動特性のピクチャを符
号化するビットストリームが有効であるように、このピクチャについて符号化された輝度
レベルは、受信器において表示されることが可能である輝度のレベルに対応するように、
切り捨てられなければならない。そのような標準的な動特性のピクチャの修正は、細心の
注意が必要であり、時間が掛かる。
【非特許文献１】Ｈｉｇｈ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｇｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｓｙｓｔｅ
ｍ”，ｂｙ　Ｈ．Ｓｅｅｔｚｅｎ，Ｗ．Ｈｅｉｄｒｉｃｈ，Ｗ．Ｓｔｕｅｒｚｌｉｎｇｅ
ｒ，Ｇ．Ｗａｒｄ，Ｌ．Ｗｈｉｔｅｈｅａｄ，Ｍ．Ｔｒｅｎｔａｃｏｓｔｅ，Ａ．Ｇｈｏ
ｓｈ，Ａ．Ｖｏｒｏｚｃｏｖｓ，ｔｏ　ｂｅ　ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ　ａｔ　ＳＩＧＧＲＡ
ＰＨ　０４，８－１２　Ａｕｇｕｓｔ　０４，Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ，ＵＳＡ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、標準的な動特性のピクチャ受信器に適用される修正が減少する高い動特性の
ピクチャ送信システムを提案することによりこの課題を解決するように支援する。
【００１１】
　それ故、本発明の目的は、
－　各々の最初のピクチャの各々の画素の輝度が、多くてもｎビットにおいて一意に符号
化される最初のピクチャを符号化する標準的なビットストリームと、
－　標準的なビットストリームに含まれるｎビットにおいて符号化される輝度から各々の
最初のピクチャの各々の画素のｍビットにおいて符号化される輝度を再構成するために少
なくとも必要な付加情報を有する第２ビットストリームと、
を符号化ユニットが生成することができる高い動特性の最初のディジタルピクチャの送信
システムである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記のシステムにおいては、標準的なビットストリームにおいて符号化されるピクチャ
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を表示するためには、標準的な動特性のピクチャ受信器は、符号化されたピクチャの動特
性を低下させる必要はない。それ故、この受信器が高い動特性のピクチャを表示するよう
に機能しなければならない処理量は減少する。
【００１３】
　第２ストリームは、高い動特性のピクチャ受信器が、有効な輝度領域の全範囲を利用す
ることによりピクチャを表示することを可能にする。
【００１４】
　それ故、上記のシステムは、高い動特性のピクチャが、標準的な動特性のピクチャ受信
器のかなりの修正を必要とすることなく、異種のピクチャ受信器の集合に送信されること
を可能にする。更に、標準的な動特性の受信器に特別に専用の標準的なデータ、及び標準
的なデータによる強い冗長性を有する高い動特性の受信器に特別に専用の他の高品質のデ
ータをもはや、有する必要はないため、送信されるべき情報の品質は低下される。
【００１５】
　このシステムの実施形態は、次の特徴の１つ又はそれ以上を有することが可能である。
－　高い動特性のピクチャ受信器はピクチャＩＬＥＤを投写することができるピクチャ投
写器と、ピクチャ投写器により背面から照明されるＬＣＤディスプレイ（液晶ディスプレ
イ）とを有し、このディスプレイはピクチャＩＬＣＤを表示し、この第２ビットストリー
ムは、標準的なビットストリームから得られるピクチャＩＬＣＤの推定に対応する各々の
画素とピクチャＩＬＣＤの各々の画素との間の輝度の差を含む残りのビットストリームで
あり、
－　符号化ユニットは、標準的なビットストリームに従って、ピクチャＩＬＥＤを符号化
する第３ビットストリームを生成することができる。
【００１６】
　それらの実施形態はまた、次の有利点を有する。
－　残りのビットストリームの発光は、標準的なビットストリームの他に、送信される情
報量を減少させるように用いられ、
－　標準的なビットストリームに従ってピクチャＩＬＥＤを符号化するビットストリーム
の符号化はまた、標準的なビットストリームの他に、送信される情報量を減少させるよう
に用いられ、高い動特性のピクチャ受信器の具現化を簡単化する。
【００１７】
　本発明の目的はまた、上記の送信システムにおいて実行されることができる符号化ユニ
ットである。
【００１８】
　本発明の目的はまた、上記の送信システムにおいて実行されることができる高い動特性
のピクチャ受信器の復号化ユニットである。
【００１９】
　この復号化ユニットの実施形態は、次の特徴の１つ又はそれ以上を有することが可能で
ある。
－　復号化ユニットは、標準的なビットストリームに含まれるｎビットにおいて符号化さ
れた輝度を用いて、各々の最初のピクチャの各々の画素のｍビットにおいて符号化された
輝度を再構成するように、標準的なビットストリーム及び少なくとも第２ビットストリー
ムを用いることができ、
－　復号化ユニットは、残りのビットストリームからピクチャＩＬＣＤを生成することが
でき、ピクチャＩＬＣＤの推定は標準的なビットストリームから得られ、
－　復号化ユニットは、標準的なビットストリームからピクチャＩＬＥＤを再構成するこ
とができ、第３ビットストリームは標準的なビットストリームに従ってピクチャＩＬＥＤ

を符号化することができる。
【００２０】
　本発明の目的はまた、上記の送信システムにおいて実行されることができる高い動特性
の最初のディジタルピクチャを符号化する方法である。
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【００２１】
　本発明の目的はまた、上記の符号化方法により符号化されるピクチャを復号化する方法
であって、前記復号化方法は、標準的なビットストリーム及び少なくとも第２ビットスト
リームからｍビットにおいて符号化された輝度の再構成の段階を有する、方法である。
【００２２】
　この復号化方法の実施形態は次の特徴を有することが可能である。
－　標準的なビットストリーム及び残りのビットストリームからのピクチャＩＬＣＤの推
定の再構成段階。
【００２３】
　本発明については、情報のみを与え、図を参照する以下の詳細説明を読むことにより更
に理解することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　図１は、高い動特性のピクチャ送信システム２を示している。
【００２５】
　本明細書の以下においては、当業者が知っている機能及び特徴については、詳細は説明
を行っていない。
【００２６】
　システム２は、情報送信ネットワーク８を介して複数のピクチャ受信器に対するピクチ
ャＩｉｎｉの送信器を有する。
【００２７】
　ネットワーク８は、例えば、無線ネットワーク又は長距離ケーブルネットワークである
。
【００２８】
　図１を簡略化するように、２つの受信器１０及び１２のみが示されている。
【００２９】
　送信器４は、記録支援器１４に含まれるピクチャのような高い動特性のピクチャのソー
スに接続されている。それらのピクチャＩｉｎｉは、例えば、映像フィルムからのピクチ
ャである。
【００３０】
　送信器４は、ピクチャＩｉｎｉを３つのビットストリームＦｓｔｄ、Ｆｒｅｓ及びＦＬ

ＥＤに変換することができる符号化ユニット２０を有する。それらのストリーム及びユニ
ット２０については、図２に関連付けて詳細に説明する。
【００３１】
　符号化ユニット２０は、ここでは、情報記録支援器１４において記録されている命令を
実行することができるプログラム可能電子計算機を用いて実現される。このために、情報
記録支援器１４は、例えば、図４の方法を実行する命令を有し、その命令はそのプログラ
ム可能電子計算機により実行される。
【００３２】
　受信器１０は、標準的な動特性のピクチャ受信器である。受信器１０は、ビットストリ
ームＦｓｔｄを標準的なピクチャＩｓｔｄに変換するように、特定の復号化ユニット２２
を有する。ピクチャＩｓｔｄは、画素の各々の輝度が多くてもｎビットで符号化され、こ
こで、ｎは、例えば、８に等しいかそれより小さいことを意味する標準的な動特性を有す
る。
【００３３】
　受信器１０はまた、ピクチャＩｓｔｄを表示するスクリーン２４を有する。スクリーン
２４は、画素マトリクスが形成されている前面を備えている。各々の画素は、輝度の多く
ても２ｎの有効なレベルの中から選択された輝度レベルを取る。スクリーン２４は、例え
ば、ＣＲＴ（陰極線管）スクリーンである。
【００３４】
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　受信器１２は高い動特性のピクチャ受信器である。この受信器の構造は、例えば、上記
の文献Ａ１に記載されている構造である。それ故、本発明の理解に必要な詳細についての
み、以下、説明する。
【００３５】
　受信器１２は、ビットストリームＦＬＥＤ、Ｆｒｅｓ及びＦｓｔｄからピクチャＩＬＥ

Ｄ及びピクチャＩＬＣＤを再構成することができる復号化ユニット２６を有する。
【００３６】
　受信器１２はまた、ここでは、投写器２８及び投写器２８により背面から照明されるデ
ィスプレイ３０を有するＨＤＲ（高ダイナミックレンジ）スクリーンを有する。特に、投
写器２８は、ピクチャＩＬＥＤをディスプレイ３０の背後に投写するように設計されてい
る一方、ディスプレイ３０は、ピクチャＩＬＣＤを表示するように設計されている。
【００３７】
　投写器２８は、例えば、ＬＥＤ（発光ダイオード）の制御可能部リッド３４と、復号化
ユニット２６により復号化されるピクチャＩＬＥＤに従うグリッド３４の制御ユニット３
６とを有する。
【００３８】
　ディスプレイ３０は、例えば、制御ユニット４０により制御されるＬＣＤスクリーン３
８を有するＬＣＤ（液晶ディスプレイ）である。制御ユニット４０は、復号化ユニット２
６により復号化されるピクチャＩＬＥＤの表示を制御することができる。
【００３９】
　復号化ユニット２６については、図３を参照して詳述する。
【００４０】
　復号化ユニット２６は、典型的には、情報記録支援部４２において記録されている命令
を実行することができる従来型のプログラム可能電子計算機により実現される。このため
に、情報記録支援部４２は、図５の方法を実行する命令を有する。
【００４１】
　図２は、復号化ユニット２０の詳細を示している。復号化ユニット２０は、ピクチャＩ

ｉｎｉを受け入れる入力５０と、ビットストリームＦＬＥＤ、Ｆｒｅｓ及びＦｓｔｄのそ
れぞれについての３つの出力５２、５３及び５４とを有する。
【００４２】
　入力５０は動特性リデューサ５６に接続されている。動特性リデューサ５６は、各々の
画素の輝度を符号化するのに必要なビット数を切り捨てることによりピクチャＩｉｎｉの
動特性を低減させる。
【００４３】
　例えば、動特性リデューサ５６は、各々の画素について、次の演算
Ｉｒｅｄ（ｘ，ｙ）＝√（Ｉｉｎｉ（ｘ，ｙ））　　　　　（１）
を実行し、ここで、
－　Ｉｉｎｉ（ｘ，ｙ）は、ピクチャＩｉｎｉの座標ｘ、ｙにおける画素の輝度であり、
－　Ｉｒｅｄ（ｘ，ｙ）は、動特性が低減されるピクチャＩｒｅｄの座標ｘ、ｙにおける
画素の輝度である。
【００４４】
　ピクチャＩｒｅｄは、コレクタ６０により後続されるサブサンプラ５８に送られる。サ
ブサンプラ５８は、ＬＥＤ３４のグリッドの分解能と同程度にピクチャＩｒｅｄをレンダ
リンスするようにピクチャＩｒｅｄの分解能を低下させる（画素数を減少させる）。
【００４５】
　コレクタ６０は、隣接するＬＥＤ信号の重なり合いの減少を補償するように、低下され
た分解能のピクチャを補正する。コレクタ６０はピクチャＩＬＥＤを供給する。
【００４６】
　ピクチャＩＬＥＤは、受信器全てに送信されるビットストリームＦＬＥＤをピクチャＩ

ＬＥＤ及びビットストリームＦｓｔｄから生成することができる符号化器６２に送られる
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。ビットストリームＦＬＥＤは、ビットストリームＦｓｔｄにおいて符号化されたピクチ
ャＩｓｔｄに従って、ピクチャＩＬＥＤを符号化する。ピクチャＩＬＥＤ及びＩｓｔｄ間
の相関性は、その場合、ビットストリームＦＬＥＤを圧縮するように用いられる。
【００４７】
　ピクチャＩＬＥＤはまた、このグリッドから各々のＬＥＤの空間応答を再生するグリッ
ド３４により投写されるピクチャの再構成を可能にするローパスフィルタ６４に送信され
る。
【００４８】
　フィルタ６４により生成されたピクチャは、ピクチャＩｉｎｉと同じ分解能（同じ画素
数を有する）のピクチャＩｆｉｌｔを生成するインタポレータ６６に送信される。
【００４９】
　ピクチャＩｆｉｌｔは、そのピクチャの各々の画素について次式の演算を実行する局部
量子化器６８に送信され、
ＩＬＣＤ（ｘ，ｙ）＝Ｉｉｎｉ（ｘ，ｙ）／Ｉｆｉｌｔ（ｘ，ｙ）　　　　　（２）
ここで、
－　Ｉｉｎｉ（ｘ，ｙ）は、ピクチャＩｉｎｉの座標ｘ、ｙにおける画素の輝度であり、
－　Ｉｆｉｌｔ（ｘ，ｙ）は、ピクチャＩｆｉｌｔの座標ｘ、ｙにおける画素の輝度であ
り、
－　ＩＬＣＤ（ｘ，ｙ）は、ピクチャＩＬＣＤの座標ｘ、ｙにおける画素の輝度である。
【００５０】
　モジュール５６乃至６８の実施形態については、上記文献Ａ１に示されている。
【００５１】
　復号化ユニット２０はまた、入力５０に直接、接続されている動特性リデューサ７０を
有する。リデューサ７０は、低減された動特性のピクチャＩｓｔｄを生成するような方法
でピクチャＩｉｎｉの動特性を低減することができる。例えば、リデューサ７０は、この
ために、次式
Ｉｓｔｄ（ｘ，ｙ）＝Ｉｉｎｉ（ｘ，ｙ）／Ｑ　　　　　（３）
の関係を用い、ここで、
－　Ｉｉｎｉ（ｘ，ｙ）は、ピクチャＩｉｎｉの座標ｘ、ｙにおける画素の輝度であり、
－　Ｑは、２ｐで表される２の累乗であり、ここで、ｐは所定の整数であり、
－　Ｉｓｔｄ（ｘ，ｙ）は、ピクチャＩｓｔｄの座標ｘ、ｙにおける画素の輝度である。
【００５２】
　ここでは、ｐは２に等しい。
【００５３】
　リデューサ７０の１つの出力は量子化器７２の入力に接続されている。
【００５４】
　量子化器７２の他の入力はピクチャＩｆｉｌｔを受信する。量子化器７２の目的は、ピ
クチャＩＬＣＤの推定Ｉ′ｓｔｄを実現することである。このために、量子化器７２は、
例えば、次式
Ｉ′ｓｔｄ（ｘ，ｙ）＝Ｉｓｔｄ（ｘ，ｙ）＊Ｑ／Ｉｆｉｌｔ（ｘ，ｙ）　　（４）
の演算を実行し、ここで、Ｆ′ｓｔｄ（ｘ，ｙ）は、ピクチャＩ′ｓｔｄ（ｘ，ｙ）の座
標ｘ、ｙにおける画素の輝度である。
【００５５】
　量子化器の出力７２及び６８は、減算器７４のそれぞれの入力に接続されている。減算
器７４は、ピクチャＩＬＣＤの各々の画素の輝度から、ピクチャＩ′ｓｔｄにおける対応
する画素の輝度を減算する。この減算の結果はＩｒｅｓと表されている。
【００５６】
　減算器７４の出力は、ビットストリームＦｒｅｓをピクチャＩｒｅｓから生成する符号
化器７６の入力に接続されている。
【００５７】
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　最後に、復号化ユニット２０は、リデューサ７０の出力に接続され、リデューサ７０に
より生成されたピクチャＩｓｔｄからビットストリームＦｒｅｓを生成することができる
コーダ（ｃｏｄｅｒ）７８を有する。
【００５８】
　コーダ６２、７６及び７８は、オーディオビジュアル信号又はマルチメディア信号の送
信のために課せられた規格に準拠したビトストリームを生成することができる。例えば、
規格ＪＰＥＧ２０００に準拠したビットプレーンによる符号化が考慮される。
【００５９】
　好適には、コーダ７８は、受信器１０が標準的な動特性のピクチャの表示を実行する処
理に関して、受信器１０による特定の処理を必要としないビットストリームＦｓｔｄを生
成する。
【００６０】
　ここで、好適には、コーダ７８は、標準的な動特性のピクチャのみを送信することがで
きる標準的な送信器で用いられるコーダと同じである。それ故、ビットストリームＦｓｔ

ｄは、標準的な受信器を修正する必要を伴わずに、標準的な送信器により生成されるビッ
トストリームにおいて符号化されるピクチャを表示することができる標準的な受信器全て
により復号化可能である。
【００６１】
　図３は、受信器１２の復号化ユニット２６の詳細を示している。
【００６２】
　復号化ユニット２６は、ビットストリームＦＬＥＤ、Ｆｓｔｄ及びＦｒｅｓのそれぞれ
を受け入れるように３つの入力８２、８４及び８６を有する。
【００６３】
　復号化ユニット２６はまた、ピクチャ
【数１】

及びピクチャ
【数２】

のそれぞれを送信するように２つの出力８８及び９０を有する。ピクチャ
【数３】

及びピクチャ
【数４】

は、ビットストリームＦＬＥＤ、Ｆｓｔｄ及びＦｒｅｓから構成されるピクチャＩＬＥＤ

の推定及びＩＬＣＤにそれぞれ、対応する。
【００６４】
　復号化ユニット２６は、入力８２、８４及び８６にそれぞれ、接続されている３つの復
号化器９２、９４及び９６を有する。
【００６５】
　復号化器９６は、ビットストリームＦｒｅｓのみから残りのピクチャＩｒｅｓの推定
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を生成する。
【００６６】
　復号化器９４は、ビットストリームＦｒｅｓのみからピクチャＩｓｔｄの推定

【数６】

を生成する。
【００６７】
　最後には、復号化器９２は、ビットストリームＦＬＥＤから推定

【数７】

を生成し、復号化器９４により送信される情報を考慮する。
【００６８】
　復号化器９２の出力は出力８８に接続されている。復号化器９２の出力はまた、出力が
インタポレータ１００の入力に接続されているローパスフィルタ９８の入力に接続されて
いる。ローパスフィルタ９８及びインタポレータ１００は、ローパスフィルタ６４及びイ
ンタポレータ６６とそれぞれ、同じである。それ故、インタポレータ１００の出力の位置
は、ピクチャＩｆｉｌｔの推定
【数８】

を生成する。
【００６９】
　復号化ユニット２６はまた、復号化器９４の出力及びインタポレータ１００の出力に接
続されている量子化器１０２を有する。量子化器１０２は、例えば、量子化器７２と同じ
である。
【００７０】
　それ故、その出力においては、量子化器１０２は、ピクチャＩ′ｓｔｄの推定
【数９】

を生成する。
【００７１】
　復号化ユニット２６は、推定

【数１０】

からの各々の対応する画素の輝度に、推定
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【数１１】

の各々の画素の輝度を特に加算する加算器１０４を有する。この加算の結果は、出力９０
により供給される推定
【数１２】

を成す。
【００７２】
　符号化ユニット２０の動作について、ここでは、図４の方法に関連して詳述する。
【００７３】
　最初に、フェーズ１１０において、ピクチャＩＬＥＤが構築される。
【００７４】
　このフェーズ１１０の間、段階１１２において、リデューサ５６は、ピクチャＩｉｎｉ

の動特性を低減する。
【００７５】
　次いで、段階１１４において、低減された動特性のピクチャＩｒｅｄは、段階１１６に
おいて、フィルタ５８によりフィルタリングされ、次いで、ピクチャＩＬＥＤを構築する
ようにコレクタ６０により補正される。
【００７６】
　一旦、ピクチャＩＬＥＤが、フェーズ１２０において構築されると、ピクチャＩＬＣＤ

が、フェーズ１２０において構築される。
【００７７】
　このフェーズ１２０において、ピクチャＩＬＥＤは、ピクチャＩｆｉｌｔを得るように
、段階１２２において、フィルタ６４によりフィルタリングされ、次いで、このフィルタ
リングの結果は、段階１２４において、インタポレータ６６により補間される。最後に、
段階１２６において、ピクチャＩＬＣＤは、量子化器６８により再構築される。
【００７８】
　フェーズ１１０及び１２０については、上記文献Ａ１に詳細に記載されている。
【００７９】
　段階１３２において、ピクチャＩｓｔｄ及びＩｆｉｌｔから、ピクチャＩ′ｓｔｄを構
築した後、フェーズ１１０及び１２０と並列して、段階１３０において、リデューサ７０
は、ピクチャＩｉｎｉからピクチャＩｓｔｄを構築する。
【００８０】
　フェーズ１２０及び段階１３２の終了時に、減算器７４は残りのピクチャＩｒｅｓを構
築する。
【００８１】
　並列して、段階１３６及び１３８において、符号化器７８及び７６のそれぞれは、ビッ
トストリームＦｓｔｄ及びＦｒｅｓを生成する。
【００８２】
　段階１４０においては、ビットストリームＦＬＥＤを得るピクチャＩＬＥＤ及びＩＬＣ

Ｄの符号化は、ビットストリームＦｓｔｄ及びＦＬＥＤの冗長性を制限する方法でビット
ストリームＦｓｔｄの符号化を考慮して実現される。それ故、それらの送信されたビット
ストリームは圧縮される。
【００８３】
　段階１３８，１３６及び１４０の終了時、即ち段階１４４において、ビットストリーム
ＦＬＥＤ、Ｆｓｔｄ及びＦｒｅｓは、システム２の受信器の集合にネットワーク８を介し
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【００８４】
　段階１４４の終了時には、その方法は、連続してピクチャを符号化するように、フェー
ズ１１０及び段階１３０に戻る。
【００８５】
　符号化ユニット２６の動作について、以下、図５の方法を参照して説明する。
【００８６】
　ユニット２６は、ビットストリームＦＬＥＤ、Ｆｓｔｄ及びＦｒｅｓを受信する。
【００８７】
　その場合、復号化器９４は、段階１５０において、推定
【数１３】

を再構築する。並列して、段階１５２において、復号化器９４は推定
【数１４】

を構築する。
【００８８】
　推定

【数１５】

は、ビットストリームＦｓｔｄの復号化に関する情報を考慮して、段階１５４において、
復号化器９２により構築される。
【００８９】
　段階１５６において、ピクチャＩｆｉｌｔの推定

【数１６】

が構築される。より正確には、動作１５８において、フィルタ９８は推定
【数１７】

をフィルタリングし、次いで、動作１６０において、演算１５８の結果は、推定
【数１８】

を得るような方法で補間される。段階１５６の後、段階１６２において、推定
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【数１９】

が、推定
【数２０】

及び
【数２１】

から構築される。段階１６２は、例えば、段階１３２と同じである。
【００９０】
　段階１６４においては、推定
【数２２】

は、推定
【数２３】

及び
【数２４】

から構築される。段階１６２は、例えば、段階１３２と同じである。
【００９１】
　推定
【数２５】

は、その場合、投写器２８を制御するように、段階１６８において用いられる。より正確
には、この段階１６８において、投写器２８は、ディスプレイ３０の背後にピクチャＩＬ

ＥＤの推定を投写する。並列して、段階１７０において、ピクチャＩＬＣＤの推定が、デ
ィスプレイ３０により表示される。
【００９２】
　受信器１２により表示される画素の輝度は、それ故、同じビーム経路において位置付け
られているスクリーン３８の画素の輝度値及びグリッドＬＥＤ３４の輝度値の組み合わせ
である。それ故、段階１６８及び１７０の実行は、ピクチャＩｉｎｉの輝度の再構築の段
階１７２を構成する。
【００９３】
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　受信器１０の動作については、ここでは、図６の方法に関連付けて説明する。
【００９４】
　段階１８０においては、復号化ユニット２２は、ビットストリームＦｓｔｄを選択し、
ピクチャＩｓｔｄを得るようにビットストリームＦｓｔｄを復号化する。
【００９５】
　段階１８４において、スクリーン２４は、ピクチャＩｓｔｄを表示するように命令され
る。受信されたピクチャの動特性の低減は、受信器１０のレベルにおいては必要ない。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】高い動特性のピクチャ送信システムのアーキテクチャを示す図である。
【図２】図１のシステムにおいて実行される符号化ユニットのアーキテクチャを示す図で
ある。
【図３】図１のシステムにおいて実行される復号化ユニットの構造の模式図である。
【図４】図１のシステムにおいて実行される符号化方法のフロー図である。
【図５】図１のシステムの高い動特性のピクチャ受信器において実行される復号化方法の
フロー図である。
【図６】図１のシステムの標準的な動特性のピクチャ受信器において実行される復号化方
法のフロー図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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