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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェーブレット係数を逆ウェーブレット変換する逆ウェーブレット変換手段を有し、原
画像を縮小した縮小画像のデータを生成する画像データ生成装置において、同一サブバン
ド中のウェーブレット係数のうち、逆ウェーブレット変換を行うウェーブレット係数（た
だし、当該逆ウェーブレット変換を行うウェーブレット係数は、同一サブバンドに含まれ
る全てのウェーブレット係数ではなく、かつ、１つ以上のウェーブレット係数である）を
選択する係数選択手段を有し、前記逆ウェーブレット変換手段は、前記同一サブバンド中
のウェーブレット係数に関しては、前記係数選択手段で選択されたウェーブレット係数の
みを逆ウェーブレット変換することを特徴とする画像データ生成装置。
【請求項２】
　前記係数選択手段は、少なくとも前記生成する縮小画像の画素に関係するウェーブレッ
ト係数の全てを選択する手段を有することを特徴とする請求項１記載の画像データ生成装
置。
【請求項３】
　前記係数選択手段は、前記生成する縮小画像の画素に関係するウェーブレット係数のみ
を選択する手段を有することを特徴とする請求項１記載の画像データ生成装置。
【請求項４】
　前記係数選択手段は、前記同一サブバンド中のウェーブレット係数のうち、該ウェーブ
レット係数がインターリーブされた状態で、前記生成する縮小画像の画素位置に当たるウ
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ェーブレット係数を含み、前記逆ウェーブレット変換のうち最後に施される方向の直線上
に位置するウェーブレット係数を、全て選択する手段を有することを特徴とする請求項２
記載の画像データ生成装置。
【請求項５】
　前記逆ウェーブレット変換は２次元でなされるものとし、前記係数選択手段は、前記逆
ウェーブレット変換のうち最初に施される方向の逆変換に係わる選択を行う際には、前記
同一サブバンド中のウェーブレット係数のうち、該ウェーブレット係数がインターリーブ
された状態で、前記生成する縮小画像の画素位置に当たるウェーブレット係数及び該画素
位置を前記逆変換で求めるのに必要な画素位置に当たる係数を含み、前記逆ウェーブレッ
ト変換のうち最初に施される方向に垂直な直線上に位置するウェーブレット係数を、全て
選択する手段を有することを特徴とする請求項２記載の画像データ生成装置。
【請求項６】
　前記係数選択手段は、前記生成すべき縮小画像に満たない範囲で最大の解像度を有する
ＬＬサブバンドを逆ウェーブレット変換して求めるよう、該ＬＬサブバンドのデコンポジ
ションレベルより高い同一デコンポジションレベルのサブバンド中のウェーブレット係数
を全て選択する手段を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１記載の画像デ
ータ生成装置。
【請求項７】
　前記逆ウェーブレット変換のタップ長がハイパスフィルタとローパスフィルタで異なる
ものとし、ｄを前記逆ウェーブレット変換の次元数、ｎを縮小画像の画素数、Ｔｌｏｗを
ローパスフィルタのタップ長、Ｔｈｉｇｈをハイパスフィルタのタップ長として、前記同
一サブバンド中のウェーブレット係数のうち、該ウェーブレット係数がインターリーブさ
れた状態で、前記縮小画像の画素位置に当たる係数を中心として施すフィルタのタップ長
の総和を、「ｄ・ｎ（Ｔｌｏｗ＋Ｔｈｉｇｈ）／２」未満としたことを特徴とする請求項
１乃至６のいずれか１記載の画像データ生成装置。
【請求項８】
　前記逆ウェーブレット変換は、複数のコンポーネント毎に施し、且つ少なくとも１つの
コンポーネントに対し他のコンポーネントと解像度を異ならして施すことを特徴とする請
求項１乃至７のいずれか１記載の画像データ生成装置。
【請求項９】
　ウェーブレット係数を逆ウェーブレット変換する逆ウェーブレット変換ステップを有し
、原画像を縮小した縮小画像のデータを生成する画像データ生成方法において、同一サブ
バンド中のウェーブレット係数のうち、逆ウェーブレット変換を行うウェーブレット係数
（ただし、当該逆ウェーブレット変換を行うウェーブレット係数は、同一サブバンドに含
まれる全てのウェーブレット係数ではなく、かつ、１つ以上のウェーブレット係数である
）を選択する係数選択ステップを有し、前記逆ウェーブレット変換ステップは、前記同一
サブバンド中のウェーブレット係数に関しては、前記係数選択ステップで選択されたウェ
ーブレット係数のみを逆ウェーブレット変換することを特徴とする画像データ生成方法。
【請求項１０】
　前記係数選択ステップは、少なくとも前記生成する縮小画像の画素に関係するウェーブ
レット係数の全てを選択するステップを有することを特徴とする請求項９記載の画像デー
タ生成方法。
【請求項１１】
　前記係数選択ステップは、前記生成する縮小画像の画素に関係するウェーブレット係数
のみを選択するステップを有することを特徴とする請求項９記載の画像データ生成方法。
【請求項１２】
　前記係数選択ステップは、前記同一サブバンド中のウェーブレット係数のうち、該ウェ
ーブレット係数がインターリーブされた状態で、前記生成する縮小画像の画素位置に当た
るウェーブレット係数を含み、前記逆ウェーブレット変換のうち最後に施される方向の直
線上に位置するウェーブレット係数を、全て選択するステップを有することを特徴とする
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請求項１０記載の画像データ生成方法。
【請求項１３】
　前記逆ウェーブレット変換は２次元でなされるものとし、前記係数選択ステップは、前
記逆ウェーブレット変換のうち最初に施される方向の逆変換に係わる選択を行う際には、
前記同一サブバンド中のウェーブレット係数のうち、該ウェーブレット係数がインターリ
ーブされた状態で、前記生成する縮小画像の画素位置に当たるウェーブレット係数及び該
画素位置を前記逆変換で求めるのに必要な画素位置に当たる係数を含み、前記逆ウェーブ
レット変換のうち最初に施される方向に垂直な直線上に位置するウェーブレット係数を、
全て選択するステップを有することを特徴とする請求項１０記載の画像データ生成方法。
【請求項１４】
　前記係数選択ステップは、前記生成すべき縮小画像に満たない範囲で最大の解像度を有
するＬＬサブバンドを逆ウェーブレット変換して求めるよう、該ＬＬサブバンドのデコン
ポジションレベルより高い同一デコンポジションレベルのサブバンド中のウェーブレット
係数を全て選択するステップを有することを特徴とする請求項９乃至１３のいずれか１記
載の画像データ生成方法。
【請求項１５】
　前記逆ウェーブレット変換のタップ長がハイパスフィルタとローパスフィルタで異なる
ものとし、ｄを前記逆ウェーブレット変換の次元数、ｎを縮小画像の画素数、Ｔｌｏｗを
ローパスフィルタのタップ長、Ｔｈｉｇｈをハイパスフィルタのタップ長として、前記同
一サブバンド中のウェーブレット係数のうち、該ウェーブレット係数がインターリーブさ
れた状態で、前記縮小画像の画素位置に当たる係数を中心として施すフィルタのタップ長
の総和を、「ｄ・ｎ（Ｔｌｏｗ＋Ｔｈｉｇｈ）／２」未満としたことを特徴とする請求項
９乃至１４のいずれか１記載の画像データ生成方法。
【請求項１６】
　前記逆ウェーブレット変換は、複数のコンポーネント毎に施し、且つ少なくとも１つの
コンポーネントに対し他のコンポーネントと解像度を異ならして施すことを特徴とする請
求項９乃至１５のいずれか１記載の画像データ生成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、原画像の縮小画像を生成するための画像データ生成装置に関する。
本発明は、そのアプリケーションプログラムや、プリンタドライバ等のデバイスドライバ
、その他画像を扱う機器に応用可能である。
【０００２】
【従来の技術】
　ＪＰＥＧ（Joint　Photographic　Coding　Experts　group）で採用されているＤＣＴ
（離散コサイン変換）に代わる周波数変換として、近年ウェーブレット変換の採用が増加
している。その代表例は、２００１年に国際標準になった、ＪＰＥＧ後継の画像圧縮伸長
方式ＪＰＥＧ２０００である。
【０００３】
　ウェーブレット変換の特徴は、高圧縮率時での画質に優れることと同時に、該変換が画
像を複数の解像度成分に分解する性質を有し、原画像よりも低い解像度の画像を生成する
ことにある。
【０００４】
　しかしながら、従来から、原画像から低解像度画像を生成する際には次のような制限が
課せられていた。従来の解像度変換を伴ったウェーブレット復号化では、その性質上、２
のべき乗分の１でしか解像度を縮小することができない。これは、通常のウェーブレット
変換が２分割フィルタバンクを用いていることに起因している。従って、復号化過程にお
ける合成フィルタバンクでは、２のべき乗分の１でしか低域成分を合成できないことにな
り、このため、復号画像の縮小率は２のべき乗分の１に制限されている。
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【０００５】
　一方で、原画像の解像度が大きくなると、２のべき乗分の１以外の解像度でデコードす
る要求も増えて来ると考えられる。すなわち、２のべき乗分の１だけでなくそれ以外も含
む任意有理数の解像度でデコード（復号化）することができるようになれば、端末側の制
約条件に左右されることが無くなるため、非常に用途が広まると考えられる。
【０００６】
　この解像度変換に関し、特許文献１及び特許文献２（以下、順に従来技術１，従来技術
２と呼ぶ）には、上述のごとき解像度変換の問題点を示した上で、変換方式にウェーブレ
ット変換を用いて圧縮符号化がなされた画像信号を、端末側の制約条件に左右されること
無く、任意有理数の解像度でデコード（復号化）可能とし、その結果として、例えば電子
スチルカメラやプリンタ等で多用されている所謂サムネイル画像や原画像を解像度変換し
た画像（縮小又は拡大した画像）の記憶・表示を効率的に行えるようにし、各種の製品へ
の使用用途を大幅に広げることを可能とする「ウェーブレット復号化装置及び方法」が記
載されている。
【０００７】
　従来技術１のウェーブレット復号化装置は、符号化ビットストリームをエントロピー復
号化するエントロピー復号化部と、量子化係数を逆量子化して変換係数を送出する逆量子
化部と、変換係数を所定の方法でスキャニングして変換係数を並び換える変換係数逆スキ
ャニング部と、並び換えられた変換係数を逆変換して復号画像を供するウェーブレット逆
変換部とを備え、ウェーブレット逆変換部は、解像度変換倍率に応じて変換係数の帯域制
限を行う手段を有し、アップサンプラ、ダウンサンプラ、合成フィルタを適応的に配置す
る構成をもつことを特徴としている。
【０００８】
　また、従来技術２のウェーブレット復号化装置は、符号化ビットストリームをエントロ
ピー復号化するエントロピー復号化部と、量子化係数を逆量子化して変換係数を送出する
逆量子化部と、変換係数を所定の方法でスキャニングして変換係数を並び換える変換係数
逆スキャニング部と、並び換えられた変換係数を逆変換して復号画像を供するウェーブレ
ット逆変換部とを備え、ウェーブレット逆変換部は、解像度変換倍率に応じてアップサン
プラ、ダウンサンプラ、合成フィルタを適応的に配置する構成をもつことを特徴としてい
る。
【０００９】
　図３３は、従来技術２の公報に記載された、原画像の１／３の解像度を得る場合のウェ
ーブレット逆変換部の構成を示す図である。帯域制限により、「原画像の１／３の解像度
」よりも高い解像度成分１１１，１１２の係数は用いないが、低い解像度成分の係数（出
力１２３）に対しては、全て逆変換を施して原画像の１／２の解像度の画像（信号１１４
）を得、さらに逆変換を施して原画像と同じ解像度の画像（信号１１７）までもを得、最
後にダウンサンプラ１３４によって１／３に間引き、所望の画像（信号１１８）を得てい
る。なお、図３３において１０９はＬＬＬ信号、１１０はＬＬＨ信号、１１１はＬＨ信号
、１１２はＨ信号、１１９，１２１，１２４，１２６，１２９，１３１は２倍のアップサ
ンプラ、１２０，１２５，１３０は合成用ローパスフィルタ、１２２，１２７，１３２は
合成用ハイパスフィルタであり、従来技術２の発明では破線で示す構成要素を必要としな
い。
【特許文献１】
　　　　　特開２０００－１２５２９３号公報
【特許文献２】
　　　　　特開２０００－１２５２９４号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　従来技術１及び従来技術２のいずれの発明においても、「適応的に配置する構成」の意
味するところが不明確であるが、それらの発明の実施の形態においては、帯域制限後逆ウ
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ェーブレット変換を行って復号画像を得た後、最終段にダウンサンプラを配置して、その
復号画像を間引くことで縮小画像を生成している。かかる構成では、最終的には除かれて
しまう画素をも逆ウェーブレット変換を施して復号せざるを得ず、効率的ではない。
【００１１】
　なお、その他の発明としては、本出願人による特願２０００－３４４３９１号，２００
０－３４４１５５号，２００１－１９５９３７号，２００１－１４２９４２号に記載の変
換符号の画像伸張方法（装置）が挙げられるが、これらの発明では、まず所望のサイズに
近い解像度レベルまでのウェーブレット係数を取り出し、逆ウェーブレット変換を行って
復号画像を生成した後、変倍処理を加えて所望のサイズの画像を得ることを特徴としてい
る。これらの発明においては変倍処理が必要となる。
【００１２】
　本発明は、上述のごとき実状に鑑みてなされたものであり、ウェーブレット係数が本来
画素位置との対応関係を有するものであることに着目し、ウェーブレット係数と画素位置
との対応関係を利用して、最終的に得たい画素に関係する係数のみに対して逆ウェーブレ
ット変換を施すことにより、より少ない処理量で、所望解像度の復号画像データ、すなわ
ち所望の縮小画像データの生成が可能な、画像データ生成装置を提供することをその目的
とする。
【００１３】
　また、従来技術１及び従来技術２の発明におけるウェーブレット係数に帯域制限を設け
る手法は、高速化にある程度有効であるが、エントロピー復号化部で、帯域制限にかから
ないウェーブレット係数の符号を全て復号する構成を前提としており、効率的とはいえな
い。
【００１４】
　本発明は、ウェーブレット係数の符号の部分的復号を適時実行することにより、復号速
度と復号画質のバランスをとりながら、所望解像度の復号画像データ（所望の縮小画像デ
ータ）の生成が可能な、画像データ生成装置を提供することを他の目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、ウェーブレット係数を逆ウェーブレット変換する逆ウェーブレット
変換手段を有し、原画像を縮小した縮小画像のデータを生成する画像データ生成装置にお
いて、同一サブバンド中のウェーブレット係数のうち、逆ウェーブレット変換を行うウェ
ーブレット係数（ただし、当該逆ウェーブレット変換を行うウェーブレット係数は、同一
サブバンドに含まれる全てのウェーブレット係数ではなく、かつ、１つ以上のウェーブレ
ット係数である）を選択する係数選択手段を有し、前記逆ウェーブレット変換手段は、前
記同一サブバンド中のウェーブレット係数に関しては、前記係数選択手段で選択されたウ
ェーブレット係数のみを逆ウェーブレット変換することを特徴としたものである。
【００１６】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記係数選択手段は、少なくとも前記生
成する縮小画像の画素に関係するウェーブレット係数の全てを選択する手段を有すること
を特徴としたものである。
【００１７】
　請求項３の発明は、請求項１の発明において、前記係数選択手段は、前記生成する縮小
画像の画素に関係するウェーブレット係数のみを選択する手段を有することを特徴とした
ものである。
【００１８】
　請求項４の発明は、請求項２の発明において、前記係数選択手段は、前記同一サブバン
ド中のウェーブレット係数のうち、該ウェーブレット係数がインターリーブされた状態で
、前記生成する縮小画像の画素位置に当たるウェーブレット係数を含み、前記逆ウェーブ
レット変換のうち最後に施される方向の直線上に位置するウェーブレット係数を、全て選
択する手段を有することを特徴としたものである。
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【００１９】
　請求項５の発明は、請求項２の発明において、前記逆ウェーブレット変換は２次元でな
されるものとし、前記係数選択手段は、前記逆ウェーブレット変換のうち最初に施される
方向の逆変換に係わる選択を行う際には、前記同一サブバンド中のウェーブレット係数の
うち、該ウェーブレット係数がインターリーブされた状態で、前記生成する縮小画像の画
素位置に当たるウェーブレット係数及び該画素位置を前記逆変換で求めるのに必要な画素
位置に当たる係数を含み、前記逆ウェーブレット変換のうち最初に施される方向に垂直な
直線上に位置するウェーブレット係数を、全て選択する手段を有することを特徴としたも
のである。
【００２０】
　請求項６の発明は、請求項１乃至５のいずれか１の発明において、前記係数選択手段は
、前記生成すべき縮小画像に満たない範囲で最大の解像度を有するＬＬサブバンドを逆ウ
ェーブレット変換して求めるよう、該ＬＬサブバンドのデコンポジションレベルより高い
同一デコンポジションレベルのサブバンド中のウェーブレット係数を全て選択する手段を
有することを特徴としたものである。
【００２１】
　請求項７の発明は、請求項１乃至６のいずれか１の発明において、前記逆ウェーブレッ
ト変換のタップ長がハイパスフィルタとローパスフィルタで異なるものとし、ｄを前記逆
ウェーブレット変換の次元数、ｎを縮小画像の画素数、Ｔｌｏｗをローパスフィルタのタ
ップ長、Ｔｈｉｇｈをハイパスフィルタのタップ長として、前記同一サブバンド中のウェ
ーブレット係数のうち、該ウェーブレット係数がインターリーブされた状態で、前記縮小
画像の画素位置に当たる係数を中心として施すフィルタのタップ長の総和を「ｄ・ｎ（Ｔ
ｌｏｗ＋Ｔｈｉｇｈ）／２」未満としたことを特徴としたものである。
【００２２】
　請求項８の発明は、請求項１乃至７のいずれか１の発明において、前記逆ウェーブレッ
ト変換は、複数のコンポーネント毎に施し、且つ少なくとも１つのコンポーネントに対し
他のコンポーネントと解像度を異ならして施すことを特徴としたものである。
【００２９】
　請求項９の発明は、ウェーブレット係数を逆ウェーブレット変換する逆ウェーブレット
変換ステップを有し、原画像を縮小した縮小画像のデータを生成する画像データ生成方法
において、同一サブバンド中のウェーブレット係数のうち、逆ウェーブレット変換を行う
ウェーブレット係数（ただし、当該逆ウェーブレット変換を行うウェーブレット係数は、
同一サブバンドに含まれる全てのウェーブレット係数ではなく、かつ、１つ以上のウェー
ブレット係数である）を選択する係数選択ステップを有し、前記逆ウェーブレット変換ス
テップは、前記同一サブバンド中のウェーブレット係数に関しては、前記係数選択ステッ
プで選択されたウェーブレット係数のみを逆ウェーブレット変換することを特徴としたも
のである。
【００３０】
　請求項１０の発明は、請求項９の発明において、前記係数選択ステップは、少なくとも
前記生成する縮小画像の画素に関係するウェーブレット係数の全てを選択するステップを
有することを特徴としたものである。
【００３１】
　請求項１１の発明は、請求項９の発明において、前記係数選択ステップは、前記生成す
る縮小画像の画素に関係するウェーブレット係数のみを選択するステップを有することを
特徴としたものである。
【００３２】
　請求項１２の発明は、請求項１０の発明において、前記係数選択ステップは、前記同一
サブバンド中のウェーブレット係数のうち、該ウェーブレット係数がインターリーブされ
た状態で、前記生成する縮小画像の画素位置に当たるウェーブレット係数を含み、前記逆
ウェーブレット変換のうち最後に施される方向の直線上に位置するウェーブレット係数を
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、全て選択するステップを有することを特徴としたものである。
【００３３】
　請求項１３の発明は、請求項１０の発明において、前記逆ウェーブレット変換は２次元
でなされるものとし、前記係数選択ステップは、前記逆ウェーブレット変換のうち最初に
施される方向の逆変換に係わる選択を行う際には、前記同一サブバンド中のウェーブレッ
ト係数のうち、該ウェーブレット係数がインターリーブされた状態で、前記生成する縮小
画像の画素位置に当たるウェーブレット係数及び該画素位置を前記逆変換で求めるのに必
要な画素位置に当たる係数を含み、前記逆ウェーブレット変換のうち最初に施される方向
に垂直な直線上に位置するウェーブレット係数を、全て選択するステップを有することを
特徴としたものである。
【００３４】
　請求項１４の発明は、請求項９乃至１３のいずれか１の発明において、前記係数選択ス
テップは、前記生成すべき縮小画像に満たない範囲で最大の解像度を有するＬＬサブバン
ドを逆ウェーブレット変換して求めるよう、該ＬＬサブバンドのデコンポジションレベル
より高い同一デコンポジションレベルのサブバンド中のウェーブレット係数を全て選択す
るステップを有することを特徴としたものである。
【００３５】
　請求項１５の発明は、請求項９乃至１４のいずれか１の発明において、前記逆ウェーブ
レット変換のタップ長がハイパスフィルタとローパスフィルタで異なるものとし、ｄを前
記逆ウェーブレット変換の次元数、ｎを縮小画像の画素数、Ｔｌｏｗをローパスフィルタ
のタップ長、Ｔｈｉｇｈをハイパスフィルタのタップ長として、前記同一サブバンド中の
ウェーブレット係数のうち、該ウェーブレット係数がインターリーブされた状態で、前記
縮小画像の画素位置に当たる係数を中心として施すフィルタのタップ長の総和を、「ｄ・
ｎ（Ｔｌｏｗ＋Ｔｈｉｇｈ）／２」未満としたことを特徴としたものである。
【００３６】
　請求項１６の発明は、請求項９乃至１５のいずれか１の発明において、前記逆ウェーブ
レット変換は、複数のコンポーネント毎に施し、且つ少なくとも１つのコンポーネントに
対し他のコンポーネントと解像度を異ならして施すことを特徴としたものである。
【００４３】
【発明の実施の形態】
　本発明に関し、ウェーブレット係数が画素位置との対応関係を有することに着目し、最
終的に得たい画素に関係する係数のみに対して逆ウェーブレット変換を施すことにより、
より少ない処理量で所望解像度の復号画像が生成可能である理由について説明する。
【００４４】
　図１乃至図４は、１６×１６のモノクロの画像に対して、ＪＰＥＧ２０００で採用され
ている５×３変換と呼ばれるウェーブレット変換を２次元（垂直方向及び水平方向）で施
す過程の例を説明するための図である。図１は原画像と座標系を、図２は垂直方向へのフ
ィルタリング後の係数の配列を、図３は水平方向へのフィルタリング後の係数の配列を、
図４は並べ替えた係数の配列を、それぞれ示す図である。なお、ＪＰＥＧ２０００で規定
されているウェーブレット変換には、５×３ウェーブレット変換及び９×７ウェーブレッ
ト変換の２種類があり、ウェーブレット変換に関し５×３ウェーブレット変換のみを例と
して説明するが、９×７ウェーブレット変換や他のウェーブレット変換にも適用可能であ
る。
【００４５】
　図１に示すように、画像１の左上端に原点とし、水平方向をＸ軸、垂直方向をＹ軸とす
るＸＹ座標をとり、あるＸ座標値ｘについて、Ｙ座標がｙである画素の画素値をＰ（ｙ）
（０≦ｙ≦１５）と表す。ＪＰＥＧ２０００では、まず垂直方向（Ｙ軸正方向）に、ｙが
奇数（ｙ＝２ｉ＋１）の画素を中心にハイパスフィルタを施して係数Ｃ（２ｉ＋１）を得
、次にｙが偶数（ｙ＝２ｉ）の画素を中心にローパスフィルタを施して係数Ｃ（２ｉ）を
得る（これを全てのｘについて行う）。ここで、ハイパスフィルタ，ローパスフィルタは
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、順に次式（１），（２）で表される。ここで、記号|_ｘ_|はｘのフロア関数（実数ｘを
、ｘを越えず且つｘに最も近い整数に置換する関数）を示している。なお、画像の端部に
おいては、中心となる画素に対して隣接画素が存在しないことがあり、この場合は所定ル
ールによって適宜画素値を補うことになるが、本発明の本質とは関係しないため詳述しな
い。
【００４６】
　　C(2i+1)=P(2i+1)-|_(P(2i)+P(2i+2))/2_|　　　　　…（１）
　　C(2i)=P(2i)+|_(C(2i-1)+C(2i+1)+2)/4_|　　　　　…（２）
【００４７】
　簡単のため、ハイパスフィルタで得られる係数をＨ、ローパスフィルタで得られる係数
をＬと表記すると、前述の垂直方向の変換によって図１の画像の係数配列１は図２のよう
なＬ係数，Ｈ係数の配列２へと変換される。
【００４８】
　続いて、今度は図２の係数配列２に対して、水平方向に、ｘが奇数（ｘ＝２ｉ＋１）の
係数を中心にハイパスフィルタを施し、次にｘが偶数（ｘ＝２ｉ）の係数を中心にローパ
スフィルタを施す（これを全てのｙについて行う）。この場合、上式（１），（２）のＰ
（２ｉ）等は係数値を表すものと読み替える。
【００４９】
　簡単のため、
前記Ｌ係数を中心にローパスフィルタを施して得られる係数をＬＬ、
前記Ｌ係数を中心にハイパスフィルタを施して得られる係数をＨＬ、
前記Ｈ係数を中心にローパスフィルタを施して得られる係数をＬＨ、
前記Ｈ係数を中心にハイパスフィルタを施して得られる係数をＨＨ、
と表記すると、図２の係数配列２は、図３に示すような係数配列３へと変換される。ここ
で同一の記号（ＬＬ等）を付した係数群はサブバンドと呼ばれ、図３は４つのサブバンド
で構成される。
【００５０】
　以上で、１回のウェーブレット変換（１回のデコンポジション（分解））が終了する。
ここで上述のＬＬ係数だけを集める、すなわち図４に示す係数配列４のようにサブバンド
毎（ＬＬサブバンド４１，ＨＬサブバンド４２，ＬＨサブバンド４３，ＨＨサブバンド４
４）に集めＬＬサブバンド４１だけ取り出すと、ちょうど原画像の１／２の解像度の”画
像”が得られる。なお、このように、サブバンド毎に分類することをデインターリーブと
呼び、図３のような状態に配置することを、インターリーブすると表現する。なお、前述
した従来技術においてはこれを「スキャニングして並べ換える」と表現している。また、
２回目のウェーブレット変換は、そのＬＬサブバンド（例えばＬＬサブバ４１）を原画像
と見なして、上述と同様の変換を行えばよい。この場合、並べ替えを行うと、図５に示す
模式的な係数配列５（ＬＬサブバンド５１，ＨＬサブバンド５２，ＬＨサブバンド５３，
ＨＨサブバンド５４，ＨＬサブバンド４２，ＬＨサブバンド４３，ＨＨサブバンド４４）
が得られる。図５の場合、２ＬＬ～１ＨＨまで、計７種類のサブバンドが存在する。なお
、図４及び図５における係数の接頭の１や２は、何回のウェーブレット変換でその係数が
得られたかを示しており、デコンポジションレベルと呼ばれる。図３３中のレベルは、デ
コンポジションレベルのことであり、デコンポジションレベルが高いサブバンドほど、解
像度が低いことになる。
　なお、以上の議論において、１次元のみのウェーブレット変換をしたい場合には、いず
れかの方向だけの処理を行えばよい。
【００５１】
　一方、ウェーブレット逆変換は、図３に示すようなインターリーブされた係数の配列３
に対して、まず水平方向に、ｘが偶数（ｘ＝２ｉ）の係数を中心に逆ローパスフィルタを
施し、次にｘが奇数（ｘ＝２ｉ＋１）の係数を中心に逆ハイパスフィルタを施す（これを
全てのｙについて行う）。ここで逆ローパスフィルタ、逆ハイパスフィルタは、順に次式
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（３），（４）で表される。先と同様、画像の端部においては、中心となる係数に対して
隣接係数が存在しないことがあり、この場合は所定ルールによって適宜係数値を補うこと
になるが、本発明の本質とは関係しないため詳述しない。
【００５２】
　　P(2i)=C(2i)-|_(C(2i-1)+C(2i+1)+2)/4_|　　　…（３）
　　P(2i+1)=C(2i+1)+|_(P(2i)+P(2i+2))/2_|　　　…（４）
【００５３】
　これにより、図３の係数配列３は図２のような係数配列２に変換、すなわち逆変換され
る。続いて同様に、垂直方向に、ｙが偶数（ｙ＝２ｉ）の係数を中心に逆ローパスフィル
タを施し、次にｙが奇数（ｙ＝２ｉ＋１）の係数を中心に逆ハイパスフィルタを施せば（
これを全てのｘについて行う）、１回のウェーブレット逆変換が終了し、図１の画像の係
数配列１に戻る、すなわち再構成されることになる。なお、ウェーブレット変換が複数回
施されている場合は、やはり図１をＬＬサブバンドとみなし、ＨＬ等の他の係数を利用し
て同様の逆変換を繰り返せばよい。なお、ウェーブレット変換及び逆ウェーブレット変換
によって、各サブバンドが生成される様子及び再構成される様子については後述する（図
９参照）。
【００５４】
　ここで、逆ローパスフィルタの結果が「フィルタ中心の係数（すなわちフィルタリング
したい係数）」を含めた３つの係数から求められること、及び、逆ハイパスフィルタの結
果が「フィルタ中心の係数」と「隣接する２つの逆ローパスフィルタの結果」から求めら
れることが理解できる。後者に関し、２つの逆ローパスフィルタの結果はフィルタ中心の
係数を含む５つの係数から計算されるため、結局は５つの係数から求められることとなる
。これらの理解から明らかなように、１つの画素を得るためには、その画素を中心とした
逆ウェーブレット変換をすればよく、その逆変換に関係しない他の画素に対してまで逆変
換を施す必要はない。したがって、逆変換によって、間引かれる画素までも求めるのでは
なく、同一サブバンド中の係数のうち、最終的に得たい画素を求めるのに必要な係数だけ
を用いて逆ウェーブレット変換を施すことにより、より少ない処理量で所望解像度の復号
画像の生成が可能なのである。
【００５５】
　図６は、本発明の一実施形態に係る画像データ生成装置の構成を説明するための図であ
る。
　本実施形態に係る画像データ生成装置１０は、原画像（原画像に色変換やその他の変換
を行った後の画像も該当する）をもとに１又は複数回ウェーブレット変換を施すことによ
り得られたウェーブレット係数を、逆ウェーブレット変換する逆ウェーブレット変換手段
１１を有し、原画像を縮小した縮小画像のデータを生成する装置であり、係数選択手段１
２を有するものとする。
【００５６】
　係数選択手段１２では、同一サブバンド中のウェーブレット係数のうち、逆ウェーブレ
ット変換を行うウェーブレット係数を選択する。ここで、選択前のウェーブレット係数の
全体は、換言すると１つのＬＬサブバンド（原画像データの場合も含む；このＬＬサブバ
ンドよりデコンポジションレベルが１つ高い４つのサブバンドともいえる）内のウェーブ
レット係数の全体であるとも云える。ただし、ここでの選択は従来技術のように例えば２
ＬＬ，２ＨＬ，２ＬＨ，２ＨＨを選択するが１ＨＬ，１ＬＨ，１ＨＨは選択しない（つま
り逆変換しない）、といった選択ではない。実際には、後述するように選択前の係数はイ
ンターリーブされたものである方が選択処理が簡単になる。逆ウェーブレット変換手段１
１は、上述の同一サブバンド中のウェーブレット係数に関しては、係数選択手段１２で選
択されたウェーブレット係数のみを逆ウェーブレット変換する。この逆ウェーブレット変
換により縮小画像のデータを生成することとなる。なお、例えば本発明の選択的逆変換を
利用して２ＬＬサブバンド（３ＬＬ，３ＨＬ，３ＬＨ，３ＨＨサブバンド）内の係数から
選択した係数を逆変換するのであれば、その前処理で必要に応じて求めるべき３ＬＬサブ
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バンド（４ＬＬ，４ＨＬ，４ＬＨ，４ＨＨサブバンドからなり、係数選択手段１２を経ず
に処理させるもの）内の係数など、その他の処理（前処理等）に係わるウェーブレット係
数を、逆ウェーブレット変換手段１１で逆変換してもよいことは言及するまでもない。本
実施形態に係る画像データ生成装置１０は、上述したように、同一（１つ）のサブバンド
（ただし原画像全体もサブバンドとみなす場合も含む）中の係数を選択的に逆ウェーブレ
ット変換する手段を有するとも云える。なお、本明細書中においては、逆ウェーブレット
変換手段１１により逆変換する係数をウェーブレット係数又は単に係数と呼ぶこととし、
逆変換後、再度逆変換する係数をもウェーブレット係数又は係数と呼ぶこととする。２次
元の逆ウェーブレット変換であれば、両方向への逆変換を施す係数や、さらには一方向へ
の逆変換を施す係数をもウェーブレット係数又は係数と呼ぶこととする。
【００５７】
　図７は、図１の原画像を５×３ウェーブレット変換した後の全ての係数を、逆ウェーブ
レット変換することにより生成された１６×１６画像を示す図である。今、原画サイズを
１６画素×１６画素とし、前述した従来技術１，２の実施例のように、この原画像から縦
横１／３のサイズの画像（１６は３で割り切れないため、５×５画素の画像）を生成する
ことを考える。図７は、全ての係数を逆変換（水平方向，垂直方向の順とする）すること
によって生成した１６×１６の画像の係数配列の様子（図１と同じもの）を示しているが
、５×５の画像を生成するためには、図７中の係数のうち下線を引いた５×５画素を中心
とした逆ウェーブレット変換だけを行えばよい。本例では、５×３変換を採用しており、
垂直方向の逆ハイパスフィルタが「フィルタ中心の係数」と「隣接する２つの逆ローパス
フィルタの結果」から求められることから、最終的に図７で色付けした４５画素分だけの
逆変換（垂直方向）をすれば足りることになる。これは、全画像の１８％未満の画素だけ
を選択し、逆変換時の垂直方向へのフィルタリングにより２５画素の係数を求めればよい
ことを意味する。なお、ここで色付けして示した４５画素は、垂直方向の逆変換前には図
７に示した係数値を持たず、図７で例示した各画素位置における係数値はあくまで逆ウェ
ーブレット変換後（水平及び垂直方向）の値である。本実施形態によれば、少ない計算量
で縮小画像を生成することが可能となる。
【００５８】
　本発明の他の実施形態として、係数選択手段１２は、少なくとも生成する（最終的に得
たい）縮小画像の画素に関係するウェーブレット係数の全てを選択する手段を有するよう
にしてもよい。さらに他の実施形態として、係数選択手段１２は、生成する（最終的に得
たい）縮小画像の画素に関係するウェーブレット係数のみを選択する手段を有するように
してもよい。すなわち、最終的に得たい縮小画像の画素に関係する係数のみに対して逆ウ
ェーブレット変換を施すようにしてもよい。ここで「関係」とはウェーブレット変換の性
質による関係などを指し、その例としては上式（１）～（４）により導かれる関係（図７
の下線画素に対する色付け画素など）が挙げられる。本実施形態によれば、最も少ない計
算量で縮小画像を生成することが可能となる。
【００５９】
　なお、ここで確認しておきたいのは、最終的に得たい縮小画像の画素に関係する係数の
みに対して逆ウェーブレット変換を施した場合、最終的に得られる画像は、全てのウェー
ブレット係数を逆変換して得られた画像に間引きを加えて生成した縮小画像と数学的に等
価なものであるということである。ウェーブレット係数自体を間引き、該間引いた係数に
対して逆ウェーブレット変換を施した場合、サイズとしては同じ縮小画像が得られること
にはなる。しかし、係数自体を間引いてしまった場合には、正変換で得られた係数とは異
なる係数を用いて逆変換を行うことになるため、得られた縮小画像は、もはや数学的な根
拠を失ったものとなるのである。
　一方本発明の場合は、数学的に根拠のある、全く等価な画像が得られるのである。
【００６０】
　なお、上述のごとく、図７の下線の２５画素を求めるためには、逆変換時の垂直方向の
フィルタリングが終わった状態の係数として、その２５画素の他に、色付けで示すその周
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辺の画素をも求めておく必要がある。当該画素が、この「周辺の画素」に相当するか否か
を判断するのが煩雑な場合は、下線の画素を含む垂直方向の直線上に位置する画素を全て
求めてしまい、その後必要に応じて画素を間引く構成も考えられる。ここで「必要に応じ
て」と述べたのは、原画像とは縦横比が異なる縮小画像を要求された場合には、間引きの
必要がない場合もあるからである。
【００６１】
　したがって、本発明の他の実施形態として、生成したい縮小画像の画素位置に当たる係
数を含んだ一方向（逆ウェーブレット変換のうち最後に逆変換が施される方向）の直線上
に位置する係数を全て求めるようにしてもよい。本実施形態における係数選択手段１２は
、上述の同一サブバンド中のウェーブレット係数（インターリーブされた状態）のうち、
生成したい縮小画像の画素位置に当たるウェーブレット係数を含み、逆ウェーブレット変
換のうち最後に施される方向（上述の例では垂直方向）の直線上に位置するウェーブレッ
ト係数を全て選択する手段を有するようにする。このような選択により、これらのウェー
ブレット係数全てが逆ウェーブレット変換手段１１で逆変換され、その逆変換の結果とし
て、生成したい縮小画像の画素位置の係数を含む上述の直線上に位置する係数が全て求ま
ることとなる。求まった係数全てからなる画素群から、上述のごとく必要に応じて間引き
処理を施すことにより、所望の縮小画像が生成される。本実施形態によれば、縮小画像生
成に際し、実装を簡易にすることが可能となる。
【００６２】
　ここまでは、最後に施す方向の逆変換時における係数選択について説明した。
　次に、逆変換を二次元で行う場合に、最初に施す方向の逆変換時における係数選択につ
いて説明する。
【００６３】
　図８は、図１の原画像を５×３ウェーブレット変換した後の全ての係数に対し、逆変換
時の水平方向のフィルタリングを施すことにより生成された１６×１６画像を示す図であ
る。図８中の係数配列７は図２に相当するものとなる。
　図７の色付け画素位置の係数を求めるためには、逆変換時の水平方向のフィルタリング
前の状態の係数として、図８に示す色付け部分の画素が選択されている必要がある。選択
された係数は、その後、水平方向の逆変換を施されるため、図７の色付け画素位置の係数
を求めるためには、図８に示す色付け部分の係数が逆変換される必要がある。なお、ここ
で色付けして示した１２６画素は、水平方向の逆変換前には図８に示した係数値を持たず
、図８で例示した各画素位置における係数値はあくまで逆変換時の水平方向のフィルタリ
ング後の値である。先と同様、図８の例においても「周辺の画素」を判定しない方が、実
装上簡易な場合もある。
【００６４】
　したがって、本発明の他の実施形態として、逆ウェーブレット変換は２次元でなされる
ものとし、縮小画像の画素位置とその位置に係わる位置に当たる係数にを含み、該逆変換
のうち最初に施される方向に垂直な直線上に位置する係数を全て求めるようにしてもよい
。本実施形態における係数選択手段１２は、上述の同一サブバンド中のウェーブレット係
数（インターリーブされた状態）のうち、逆ウェーブレット変換のうち最初に施される方
向（上述の例では水平方向）の逆変換に係わる選択を行う際には、生成する縮小画像の画
素位置に当たる係数及び該画素位置をその逆変換で求めるのに必要な画素位置に当たる係
数を含み、その逆変換のうち最初に施される方向に垂直な直線上に位置する全てのウェー
ブレット係数を選択する手段を有するようにする。この手段を利用した結果、選択された
係数に対し最初の方向の逆変換を実施し、他の方向の逆変換及び必要に応じて間引き処理
を施すことにより生成したい縮小画像の画素位置の係数を求めるようにしている。本実施
形態によれば、縮小画像生成に際し、実装を簡易にすることが可能となる。
【００６５】
　なお、従来技術２における図３３においては、原画像と同じ解像度の画像を生成してか
らこれを１／３に間引いている。しかし、本来は、原画像の１／２の解像度の画像を元に
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、１／３の画像を求める方が高速である。図９は、本発明を利用して解像度１／３の画像
を生成する場合の構成を、ウェーブレット変換・逆ウェーブレット変換の流れに沿って示
したものである。解像度１／３の画像を生成する場合には、１／４の解像度、すなわち求
める解像度よりも小さな解像度のＬＬ係数（２ＬＬ）を逆ウェーブレット変換で求めれば
よく、そして求めた２ＬＬの係数を（２ＨＬ，２ＬＨ，２ＨＨサブバンドの係数を利用し
て）、選択的に逆ウェーブレット変換を行うことにより、最終的に１／３の解像度の画像
を得ることができる。
【００６６】
　したがって、本発明の他の実施形態として、直近の解像度までは全係数逆変換するよう
にしてもよい。すなわち、本実施形態における係数選択手段１２は、生成すべき縮小画像
に満たない範囲で最大の解像度を有するＬＬサブバンドを逆ウェーブレット変換して求め
るために、そのＬＬサブバンドのデコンポジションレベルより高い同一デコンポジション
レベルのサブバンド中のウェーブレット係数を全て選択する手段を有するものとする。
【００６７】
　なお、図７の網掛け部の通り、先の５×３逆変換では、最終的に求めたい下線で示す画
素が奇数位置にあるか偶数位置にあるかで、求めるべき隣接画素の数が異なる。これは、
先に述べたとおり、ローパスフィルタとハイパスフィルタのタップ長の違いに由来するも
のである。よってこの場合、最終的に求めたい画素が、なるべく偶数位置にくるように選
べば、求めるべき隣接画素の数を最小にでき、処理を高速にできる。最終的に求めたい画
素が偶数位置にくるように選ぶには、最終的に求めたい画素群の頂点の画素、図７でいう
値－３の画素を偶数位置にすればよい。また、下線で示す画素群を格子状に規則的に配置
しない方法もある。
【００６８】
　よって、本発明の他の実施形態として、フィルタのタップ長の総和が短くなるような位
置にある画素の係数を選択するようにしてもよい。図７において、ｘ，ｙともに偶数座標
であるような位置を選択した場合，逆変換時のフィルタのタップ長は、一方向あたりＴｌ
ｏｗで最小となる。逆に、ｘ，ｙともに奇数座標であるような位置を選択した場合、逆変
換時のフィルタのタップ長は一方向あたりＴｈｉｇｈで最大となる。従って、演算量を減
らしたい場合には、平均的に、一方向あたりのフィルタのタップ長がこれらの平均値未満
、すなわち「（Ｔｈｉｇｈ＋Ｔｌｏｗ）／２」未満となるように座標を選択してやるのが
効果的である。本実施形態では、逆ウェーブレット変換のタップ長がハイパスフィルタと
ローパスフィルタで異なるものとし、ｄを逆ウェーブレット変換の次元数、ｎを縮小画像
の画素数、Ｔｌｏｗをローパスフィルタのタップ長、Ｔｈｉｇｈをハイパスフィルタのタ
ップ長として、上述の同一サブバンド中のウェーブレット係数（インターリーブされた状
態）のうち、生成縮小画像の画素位置に当たる係数を中心として施すフィルタのタップ長
の総和を「ｄ・ｎ（Ｔｌｏｗ＋Ｔｈｉｇｈ）／２」未満とする。本実施形態によれば、逆
ウェーブレット変換での縮小画像生成に際し、高速な処理を実現することが可能となる。
逆ウェーブレット変換が２次元の場合には、同一（１つの）サブバンド中の係数を選択的
に逆変換するステップと、その変換のタップ長がハイパスフィルタとローパスフィルタで
異なり、インターリーブされた状態の係数のうち、縮小画像の画素位置に当たる係数を中
心として施すフィルタのタップ長の総和を、ｎ（Ｔｌｏｗ＋Ｔｈｉｇｈ）未満とするステ
ップを備えていればよいこととなる。２次元逆ウェーブレット変換での縮小画像生成に際
しても、高速な処理を実現することが可能となる。
【００６９】
　上述した各実施形態を適時に利用することにより、３ＬＬ，３ＨＬ，３ＬＨ，３ＨＨ，
２ＨＬ，２ＬＨ，２ＨＨ，１ＨＬ，１ＬＨ，１ＨＨのサブバンドに分割されたウェーブレ
ット係数から、原画像の１／３の解像度をもつ縮小画像を生成する場合には、本発明の選
択的逆変換を適用した主たるものとして、次の（１）～（３）の処理手順が実行可能とな
る。なお、例えば２次元のウェーブレット係数に対しては水平方向，垂直方向の逆変換処
理で、本発明の選択的逆変換を適用するか否かを異ならせてもよい。
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【００７０】
　（１）２ＬＬサブバンドの係数、すなわちデコンポジションレベル３の４つのサブバン
ド（３ＬＬ，３ＨＬ，３ＬＨ，３ＨＨ）の係数に対し、従来の、すなわち本発明の選択的
逆変換を用いない逆ウェーブレット変換（換言すると全ての係数を選択した変換）を施し
、２ＬＬを求め、１ＬＬサブバンドの係数、すなわちデコンポジションレベル２の４つの
サブバンド（２ＬＬ，２ＨＬ，２ＬＨ，２ＨＨ）の係数をインターリーブした状態で選択
的に逆ウェーブレット変換し、変換後の係数を取り出すことで縮小画像を得る。
　（２）２ＬＬサブバンドの係数、すなわちデコンポジションレベル３の４つのサブバン
ド（３ＬＬ，３ＨＬ，３ＬＨ，３ＨＨ）の係数から、インターリーブした状態で、２回の
逆変換を加味して係数を選択し、２回の逆ウェーブレット変換を施し（２ＨＬ，２ＬＨ，
２ＨＨの係数も利用）、変換後の係数を取り出すことで縮小画像を得る。
　（３）上記（１），（２）において、係数の選択を簡略化し、変換後に不要に残った係
数を間引きし、縮小画像を得る。
【００７１】
　さて、原画像が例えばＲＧＢという３コンポーネントからなるカラー画像であって、そ
の画像に圧縮を施す場合、圧縮率をあげるために、ＲＧＢに色変換を施して１つの輝度と
２つの色差の３つの新たなコンポーネントに変換し、変換後のコンポーネントに対して個
々にウェーブレット変換を施すのが通常である。
【００７２】
　先のＪＰＥＧ２０００で採用されている色変換の例としては、ＲＣＴ(reversible　Com
ponent　Transform)と呼ばれる下記変換がある。
　　　輝度Ｙ＝|_（Ｒ＋２Ｇ＋Ｂ）／４_|
　　　色差Ｕ＝Ｒ－Ｇ
　　　色差Ｖ＝Ｂ－Ｇ　　　　　　　　　　　　　…（５）
であり、その逆変換は、
　　　Ｒ＝Ｇ＋Ｕ
　　　Ｇ＝Ｙ－|_（Ｕ＋Ｖ）／４_|
　　　Ｂ＝Ｖ＋Ｇ　　　　　　　　　　　　　　　…（６）
となる。
【００７３】
　図１０は、本発明の他の実施形態に係る画像データ生成装置を説明するためのブロック
図で、ＪＰＥＧ２０００におけるＤＷＴ方式の画像圧縮／伸張アルゴリズムを説明するた
めの図である。
　ＪＰＥＧ２０００は、２００１年に国際標準になったＪＰＥＧ後継の画像圧縮伸張方式
であり、図１０のように、２次元ウェーブレット変換・逆変換部２２、量子化・逆量子化
部２３、エントロピー符号化・復号化部２４等で構成されている。このうち本発明に関す
る部分は、２次元ウェーブレット逆変換部（本明細書中では主に逆ウェーブレット変換手
段として説明）である。色空間変換・逆変換部（色変換・逆変換部）２１からの入力又は
色空間変換・逆変換部２１への出力として、さらにはタグ処理部２５からの入力又はタグ
処理部２５への出力として、２次元ウェーブレット変換・逆変換部２２，量子化・逆量子
化部２３，エントロピー符号化・復号化部２４のそれぞれが備えられている。各部は正逆
方向で別構成としても良いことは言及するまでもないが、各部における処理はコンポーネ
ント毎に実行するような構成としてもよい。図１０に示すＪＰＥＧ２０００での圧縮・伸
張の処理としては、伸張時には、エントロピー復号、逆量子化を経て得られたコンポーネ
ント毎のウェーブレット係数に対して、逆ウェーブレット変換が施され、その後逆色変換
がなされてＲＧＢの画素値に戻るといった流れになる。
【００７４】
　ここで、各コンポーネントが及ぼす画質への影響を考えた場合、一般に輝度による影響
の方が色差による影響よりも大きいことから、図１０の量子化過程においては、輝度より
も色差の方をより量子化するのが通常である。これを縮小画像の生成に適用し、輝度に比
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べ、色差の解像度を低く抑えて逆変換し、その分色差成分は（仮想的に）補間する等して
逆色変換を行えば、画質への影響を抑えながら、縮小画像の生成を高速に行うことが可能
である。また、画質への影響度はＵとＶの例でも全く等しくはない。画像の色合いによっ
て、常に成立するとは限らないが、例えば本発明者の理論計算ではＵの方がＶより影響が
少ない結果が得られていることから、色差間で解像度を変えることも可能である。
【００７５】
　したがって、本発明の他の実施形態として、複数のコンポーネントのウェーブレット係
数を逆ウェーブレット変換し、原画像の縮小画像を生成する装置において、コンポーネン
トを異なる解像度まで逆変換する手段を有するようにし、コンポーネントごとに逆変換す
る解像度を変えるようにしてもよい。すなわち、コンポーネント間の解像度に差を設けた
ウェーブレット逆変換を施すようにしてもよい。本実施形態に係る画像データ生成装置は
、複数のコンポーネントのウェーブレット係数を逆ウェーブレット変換する逆ウェーブレ
ット変換手段を有し、原画像を縮小した縮小画像のデータを生成する装置であり、この逆
ウェーブレット変換手段は、逆ウェーブレット変換を、複数のコンポーネントのそれぞれ
毎に施し、且つ少なくとも１つのコンポーネントに対し他のコンポーネントと解像度を異
ならして施すようにする。本実施形態によれば、複数のコンポーネントからなる縮小画像
を、コンポーネント間の特性を利用して処理量を低減させ、高速に生成することが可能と
なる。
　また、上述した選択的逆変換に係わる各実施形態の画像データ生成装置に、本実施形態
の特徴部分を併せて適用すると、更なる高速化や実装の簡易化が可能である。
【００７６】
　また、他の実施形態として、複数のコンポーネントのウェーブレット係数輝度成分及び
色差成分の各々について、上述の解像度に満たない範囲で最大の解像度を有するＬＬサブ
バンドの係数を求めるようにしてもよい。本実施形態によれば、複数のコンポーネントか
らなる縮小画像を、より高速にかつ簡易に生成することが可能となる。
【００７７】
　また、本発明の他の実施形態に係る画像データ生成装置においては、上述のコンポーネ
ントが輝度成分及び色差成分であり、輝度成分を、色差成分よりも高い解像度まで逆変換
するようにする。結果として色差は低解像度となる。本実施形態によれば、輝度，色差の
コンポーネントからなる縮小画像を、画質への影響を抑えながら処理量を低減させ、より
高速に生成することが可能となる。
【００７８】
　また、他の実施形態として、上述のコンポーネントが２つの色差成分を有するものとし
、この２つの色差成分を異なる解像度まで逆変換するようにしてもよい。本実施形態によ
れば、複数のコンポーネントからなる縮小画像を、色差成分間の特性を利用して色差の一
方をさらに低解像度とすることで、より高速に生成することが可能となる。
【００７９】
　また、他の実施形態として、色差成分の解像度を、輝度成分の解像度の１／２としても
よい。これは、ちょうど色差を輝度の１／４にサブサンプリングすることに相当し、一般
に画質と処理速度のバランスにすぐれた組合せである。本実施形態によれば、複数のコン
ポーネントからなる縮小画像を、画質と処理速度のバランスのとれた状態で生成すること
が可能となる。
【００８０】
　以上、本発明の画像データ生成装置を中心に各実施形態を説明してきたが、本発明は、
それらの装置における処理ステップからなる画像データ生成方法としても、或いは、コン
ピュータをそれら装置として又はそれらの装置の各手段として機能させるための、又はコ
ンピュータにそれら方法を実行させるためのプログラム（それらの処理内容が実装されて
いるコンピュータプログラム）としても、或いは、そのプログラムを記録したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体（それらの処理内容が記録されているコンピュータ読み取り可
能な情報記録媒体）としての形態も可能である。後述する実施例からも明らかなように、
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この方法により、少ない計算量で縮小画像を生成することやコンポーネント間の特性を利
用して縮小画像を高速に生成することが可能となる。また、このプログラムにより、上述
の各実施形態に対応した処理によって、少ない計算量で縮小画像を生成することや、高画
質な縮小画像を簡易に生成すること、コンポーネント間の特性を利用して縮小画像を高速
に生成することが可能なシステムを提供することができる。また、この記録媒体により、
上述の各実施形態に対応した構成で、少ない計算量で縮小画像を生成することや、高画質
な縮小画像を簡易に生成すること、コンポーネント間の特性を利用して縮小画像を高速に
生成することが可能なシステムを提供することができる。これらのプログラムや記録媒体
は、上述した実施形態に加え、後述する実施例を元に容易に実施できることは明らかであ
る。
【００８１】
　本発明による画像データ生成の機能を実現するためのプログラムやデータを記憶した記
録媒体の実施形態を説明する。記録媒体としては、具体的には、ＣＤ－ＲＯＭ、光磁気デ
ィスク、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＦＤ、フラッシュメモリ、及びその他各種ＲＯＭやＲＡＭ等が
想定でき、これら記録媒体に上述した本発明の各実施形態に係る機能をコンピュータに実
行させ、画像データ生成の機能を実現するためのプログラムを記録して流通させることに
より、当該機能の実現を容易にする。そしてコンピュータ等の情報処理装置に上記のごと
くの記録媒体を装着して情報処理装置によりプログラムを読み出すか、若しくは情報処理
装置が備えている記憶媒体に当該プログラムを記憶させておき、必要に応じて読み出すこ
とにより、本発明に関わる画像データ生成の機能を実行することができる。
【００８２】
　以下、本発明の実施形態をより具体的に説明する。
　図１１は、本発明の一実施形態に係る画像データ生成装置の構成例を示す図である。
　ここで説明する画像データ生成装置は、データバス３３を介して、ＲＡＭ３１，ＣＰＵ
３２，ＨＤＤ３４が接続された構成となっており、以下の流れで、原解像度の圧縮画像か
ら縮小画像が生成され、ＨＤＤ３４に保存されることとなる。
【００８３】
　ＨＤＤ３４上に記録された原解像度の圧縮画像データが、ＣＰＵ３２からの命令によっ
てＲＡＭ３１上に読み込まれる（ｉ）。次に、ＣＰＵ３２はＲＡＭ３１上の圧縮された画
像データを所定解像度分だけ読み込み、ウェーブレット係数を求め、本発明に係る処理を
適用して縮小画像を生成する（ｉｉ）。ＣＰＵ３２は、生成された縮小画像をＲＡＭ３１
上の別の領域に書き込む（ｉｉｉ）。ＣＰＵ３２からの命令によって、縮小画像がＨＤＤ
３４上に記録される（ｉｖ）。
【００８４】
　図１２は、本発明の一実施形態に係る画像データ生成装置の他の構成例を示す図である
。
　ここで説明する画像データ生成装置は、データバス３７を介して、ＰＣ内のＲＡＭ３５
，ＰＣ内のＣＰＵ３６，ＨＤＤ３８，モニタ（ＣＲＴ，ＬＣＤモニタ等）３９が接続され
た構成となっている。ユーザからの指示により、原解像度の画像データから縮小画像が高
速に生成され、モニタ３９に表示される。
【００８５】
　ＨＤＤ３８上に記録された原解像度の圧縮画像データが、ＣＰＵ３６からの命令によっ
てＲＡＭ３５上に読み込まれる（i）。次に、ＣＰＵ３６はＲＡＭ３５上の圧縮された画
像データを所定解像度分だけ読み込み、ウェーブレット係数を求め、本発明に係る処理を
適用して縮小画像を生成する（ii）。ＣＰＵ３６は、生成された縮小画像をＲＡＭ３５上
の別の領域に書き込む（iii）。ＣＰＵ３６からの命令によって、縮小画像がモニタ３９
に送信され、表示がなされる（iv）。
【００８６】
　図１３は、本発明の画像データ生成装置における処理の一実施例を説明するためのフロ
ー図で、本発明を適用した縮小画像生成の基本的な流れを説明するためのフロー図である
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。また、図１４は本発明の一実施例における符号の構成例を示す図、図１５はデコンポジ
ションレベルと解像度レベルの関係を示す図である。本実施例の画像データ生成装置に関
し、上述のごとき装置構成のもと、式（５）による色変換及び５×３変換を使用したＪＰ
ＥＧ２０００フォーマットによって圧縮された縦横偶数画素数の画像データを元に、縮小
画像を生成する例を説明する。
【００８７】
　本実施例における縮小画像の生成処理においては、まず、ユーザから指定された解像度
（１／ｋとする）に基づいて生成する縮小画像の解像度レベルｒをセットする（ステップ
Ｓ１）。ユーザが所望の解像度を指定できる手段を備えておくとよい。次にｉ＝０にセッ
トし（ステップＳ２）、ｉがｒになるまでｉをインクリメントし（ステップＳ３，Ｓ５）
、その間、解像度レベルｉについて全コンポーネントのエントロピー符号を復号する（ス
テップＳ４）。なお、エントロピー符号の復号（可変長符号の復号であり、ＪＰＥＧ２０
００ではＭＱ符号器が使用される）は、本実施形態の主旨には無関係であるため、ここで
の説明は省略する。
【００８８】
　図１４においては解像度０（最小解像度）のコンポーネント０（輝度），コンポーネン
ト１（色差Ｖ），コンポーネント２（色差Ｕ）、解像度１のコンポーネント０，１，２、
解像度２のコンポーネント０，１，２，．．．の順に並んだ符号を示しており、公知のよ
うにＪＰＥＧ２０００においては、図１４に示したように、全てのコンポーネントの符号
を、解像度順に並べた状態に構成することができるため、最も低解像度から所望の解像度
までだけのウェーブレット係数を容易にとりだすことができる（ステップＳ１～Ｓ５）。
【００８９】
　これまでの議論及び本明細書中において、しばしば１／３の「解像度」という表現を使
ったが、ＪＰＥＧ２０００では、解像度に類似した量として「解像度レベル」と呼ぶ量を
使用する。最も低い解像度レベルが０、その次の解像度レベルは１となり、デコンポジシ
ョンレベルと解像度レベルの関係は図１５に示すようになる。なお、この関係はＬＬのみ
例外的な値となる。すなわち、３ＬＬは解像度レベル０、３ＨＬ，３ＬＨ，３ＨＨは解像
度レベル１、２ＨＬ，２ＬＨ，２ＨＨは解像度レベル２、１ＨＬ，１ＬＨ，１ＨＨは解像
度レベル３というようになる。また、２ＬＬは解像度レベル１、１ＬＬは解像度レベル２
となる。
【００９０】
　解像度レベルｒが原画像の何分の１の解像度かは、デコンポジションレベルの最大値に
よることになる。デコンポジションレベルの最大値をｄとすると、解像度レベルがｒ（ｒ
＞０）であるウェーブレット係数（サブバンド）の、原画像に対する解像度は１／２^（
ｄ－ｒ＋１）になる。よって、原画像の１／ｋの縮小画像を生成するために、ステップＳ
１においてセットすべきｒの値は、
　　ｒ＝ｄ－（ｌｏｇ２ｋ－１）　　　　…（７）
となる。よって、ユーザによって、原画像に対する所望の解像度（１／ｋ）が与えられる
と、式（７）によって解像度レベルｒが算出され、ステップＳ１でセットされる。
【００９１】
　ウェーブレット係数は、通常量子化されており、逆ウェーブレット変換前には逆量子化
しておく必要がある。そこで、解像度レベルｒ未満の解像度ｉにおける処理が終了すると
（ステップＳ３でＮＯ）、復号した全てのウェーブレット係数を逆量子化する（ステップ
Ｓ６）。その後、選択的逆ウェーブレット変換処理を実行する（ステップＳ７）。ステッ
プＳ７で示した選択的ウェーブレット逆変換処理は、本発明の主要部をなし、これは図１
６の「全コンポーネントに対するＬＬ生成処理」、図１８の「全コンポーネントに対する
水平画素位置決定及び水平方向フィルタリング処理」、図２０の「全コンポーネントに対
する垂直画素位置決定及び垂直方向フィルタリング処理」からなり、後述する。コンポー
ネントが複数ある場合には、逆色変換を行う（ステップＳ８）。
【００９２】
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　図１６は全コンポーネントに対するＬＬ生成処理を説明するためのフロー図、図１７は
図１６の処理内容を詳細に説明するためのフロー図で、生成する縮小画像の解像度に満た
ない解像度を有するＬＬサブバンドの係数を求める処理を説明するためのフロー図である
。
　本実施例における全コンポーネントに対するＬＬ生成処理は、まず、輝度についてのＬ
Ｌ生成処理を施し（ステップＳ１１）、次にｒを１つ下げて（ｒ＝ｒ－１）色差Ｖについ
てＬＬ生成処理を施し（ステップＳ１２）、さらにｒを１つ下げて（ｒ＝ｒ－２）色差Ｕ
についてＬＬ生成処理を施す（ステップＳ１３）という手順で行われる。
【００９３】
　図１７は、図１６の内容を詳細に示したものであり、４つのサブバンドのウェーブレッ
ト係数を利用して、１つ低いデコンポジションレベルのＬＬ係数（新たなＬＬ係数）を生
成することを示している。これを再帰的に繰り返して、所望の解像度レベルｒ未満の範囲
で最大の解像度を有するＬＬ係数が全て得られる。すなわち、全コンポーネントのＬＬ生
成処理は、まずｉ＝０にセットし（ステップＳ１４）、ｉがｒになるまでｉをインクリメ
ントし（ステップＳ１５，Ｓ１７）、その間、解像度レベルｉについて、指定されたコン
ポーネントについてＬＬと解像度レベルｉの３つのサブバンドＨＬ，ＬＨ，ＨＨとを使用
し、逆ウェーブレット変換を行って新たなＬＬを生成する（ステップＳ１６）。解像度レ
ベルｒ未満の解像度ｉにおける処理が終了すると（ステップＳ１５でＮＯ）、新たなＬＬ
の縦画素数ＬＬｈｅｉｇｈｔ及び新たなＬＬの横画素数ＬＬｗｉｄｔｈを保持し（ステッ
プＳ１８）、終了する（ステップＳ１９）。生成する縮小画像の解像度に満たない解像度
を有するＬＬサブバンドの係数が全て求まることとなる。
【００９４】
　ここでステップＳ１２で説明した通り、色差Ｖについては、輝度よりも１つ低い解像度
レベルまでのサブバンドを利用してＬＬを生成し、色差Ｕについては、色差Ｖよりもさら
に１つ低い解像度レベルまでのサブバンドを利用してＬＬを生成している。なお、図１６
で示す例では色差Ｕは輝度の１／４の解像度としているが、他の実施例としてこれをＶと
同じ１／２の解像度にするには、ステップＳ１３においてｒ＝ｒとすればよいのは明らか
である。同様に、輝度の解像度が原画像の１／ｋである場合、色差Ｕ，Ｖのそれらは順に
１／２ｋ，１／４ｋとなる。従って、後述する図１９、図２１におけるｋは、色差Ｕ，Ｖ
に関しては、それぞれ２ｋ，４ｋとして処理される。
【００９５】
　図１８は全コンポーネントに対する水平画素位置決定及び水平方向フィルタリング処理
を説明するためのフロー図、図１９は図１８の処理内容を詳細に説明するためのフロー図
である。
【００９６】
　全コンポーネントに対する水平画素位置決定及び水平方向フィルタリング処理は、まず
、輝度についての水平画素位置決定及び水平方向フィルタリング処理を施し（ステップＳ
２１）、次に色差Ｖについて水平画素位置決定及び水平方向フィルタリング処理を施し（
ステップＳ２２）、さらに色差Ｕについて水平画素位置決定及び水平方向フィルタリング
処理を施す（ステップＳ２３）という手順で行われる。
【００９７】
　図１９は、図１８の内容を詳細に示したものであり、ｋを越えない２のべき乗値の最大
値ｐを求め、ｋ／ｐを単位として、前述した「最終的に求めたい画素」の水平位置を求め
る処理（「水平位置決定処理」）及び、その水平位置については、水平方向のフィルタを
全ての垂直方向の位置について実施する処理を示している。全ての垂直方向の位置につい
てフィルタリングを行っても、「水平位置決定処理」を行っているため、ウェーブレット
係数は選択的に求められ、結果としてウェーブレット係数が選択的に逆ウェーブレット変
換されることとなる。すなわち、水平画素位置決定及び水平方向フィルタリング処理では
、まずユーザからの指定解像度ｋをもとに、ｋを越えない２のべき乗値の最大値ｐを求め
る（ステップＳ２４）。次にｉ＝０にセットし（ステップＳ２５）、ｘｓ＝|_ｉｋ／ｐ_|
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とすることにより水平位置を決定し（ステップＳ２６）、ｘｓが２×ＬＬｗｉｄｔｈにな
るまでｉをインクリメントしてステップＳ２６に戻り（ステップＳ２７，Ｓ２８）、その
間、ｘ座標がｘｓである列について水平方向のフィルタを全ての垂直方向について実施す
る（ステップＳ２９）。なお、ステップＳ２７でＮＯであれば処理を終了することとなる
。
　またここで、各々のコンポーネントの、“最終的に求めたい画素群の頂点の画素”とし
て図１でいう（０，０）、すなわち水平垂直ともに偶数位置をまず選択するようにするこ
とにより、求めるべき隣接画素の数を少なくすることができる。
【００９８】
　図２０は全コンポーネントに対する垂直画素位置決定及び垂直方向フィルタリング処理
を説明するためのフロー図、図２１は図２０の処理内容を詳細に説明するためのフロー図
である。
【００９９】
　全コンポーネントに対する垂直画素位置決定及び垂直方向フィルタリング処理は、まず
、輝度についての垂直画素位置決定及び垂直方向フィルタリング処理を施し（ステップＳ
３１）、次に色差Ｖについて垂直画素位置決定及び垂直方向フィルタリング処理を施し（
ステップＳ３２）、さらに色差Ｕについて垂直画素位置決定及び垂直方向フィルタリング
処理を施す（ステップＳ３３）という手順で行われる。
【０１００】
　また、図２１は、図１９と類似の「垂直画素位置決定及び垂直方向フィルタリング処理
」を示したものであり、垂直方向のフィルタリングに関しては、必要な画素位置のみにつ
いて行う。先の通り、必要な画素位置は、その画素位置の垂直方向の奇遇に依存する。す
なわち、垂直画素位置決定及び垂直方向フィルタリング処理は、まずｉ＝ｊ＝０にセット
し（ステップＳ４１）、ｘｓ＝|_ｉｋ／ｐ_|とし（ステップＳ４２）、ｘｓが２×ＬＬｗ
ｉｄｔｈになるまで（ステップＳ４３でＹＥＳの場合）ｉをインクリメントし（ステップ
Ｓ４６）、その間に以下の処理を施し、ステップＳ４３においてｘｓが２×ＬＬｗｉｄｔ
ｈ以上になれば（ステップＳ４３でＮＯ）、処理を終了する。その間の処理とは、まず、
ｙｓ＝|_ｊｋ／ｐ_|とし（ステップＳ４４）、ｙｓが２×ＬＬｈｅｉｇｈｔになるまで（
ステップＳ４５でＹＥＳの場合）、ステップＳ４８，Ｓ４９の処理を行い、ｙｓが２×Ｌ
Ｌｈｅｉｇｈｔ以上となれば（ステップＳ４５でＮＯの場合）ステップＳ４６に進み、ｉ
をインクリメントしｊ＝０としてステップＳ４２に戻る。ステップＳ４８では、ｙ座標が
ｙｓである画素位置のみについて垂直方向のフィルタを実施する。また、ステップＳ４９
では、フィルタ後の画素値を縮小コンポーネント用バッファの位置（ｉ，ｊ）に保存する
。次にｊをインクリメントして（ステップＳ４７）、ステップＳ４４に戻る。なお、他の
実施例としては、図２１においてｘｓを求める処理をやめ、全ての水平方向について、「
垂直方向フィルタリング処理」をすればよい。
【０１０１】
　図２２は、逆色変換処理を説明するためのフロー図である。
　デコンポジションレベルの最大値や、原画像の縦横の画素数（順にｈｅｉｇｈｔ，ｗｉ
ｄｔｈとする）等は、符号のヘッダから読みとることができ、最終的に生成すべき縮小画
像の縦横の画素数は、縦が|_ｈｅｉｇｈｔ／ｋ_|、横が|_ｗｉｄｔｈ／ｋ_|により与えら
れ、逆色変換処理において使用される。ここで、色差コンポーネントに関しては、輝度コ
ンポーネントよりも１つ以上低い解像度までしか逆ウェーブレット変換しないため、生成
すべき"縮小画像"の画素数は以下のようになる。
【０１０２】
色差Ｖ：
縦　|_ｈｅｉｇｈｔ／２ｋ_|、横　|_ｗｉｄｔｈ／２ｋ_|
色差Ｕ：
縦　|_ｈｅｉｇｈｔ／４ｋ_|、横　|_ｗｉｄｔｈ／４ｋ_|
【０１０３】



(19) JP 4189957 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

　逆色変換処理では、ｉ，ｊがそれぞれ|_ｈｅｉｇｈｔ／ｋ_|，|_ｗｉｄｔｈ／ｋ_|より
小さいときに後述のステップＳ５５～Ｓ５９の処理を行う。すなわち、まずｉ＝ｊ＝０に
セットし（ステップＳ５１）、ｉが|_ｈｅｉｇｈｔ／ｋ_|になるまで（ステップＳ５２で
ＹＥＳの場合）ｉをインクリメントしｊ＝０として（ステップＳ５４）、その間に以下の
処理を施し、ステップＳ５２においてｉが|_ｈｅｉｇｈｔ／ｋ_|以上になれば（ステップ
Ｓ５２でＮＯ）、処理終了する。その間の処理とは、まず、ｊが_Bｗｉｄｔｈ／ｋB_にな
るまで（ステップＳ５３でＹＥＳの場合）、ステップＳ５５～Ｓ５９の処理を行い、ｊが
|_ｗｉｄｔｈ／ｋ_|以上となれば（ステップＳ５３でＮＯの場合）ステップＳ５４に進み
、ｉをインクリメントし、ｊ＝０にセットしてステップＳ５２に戻る。ステップＳ５５で
は、輝度についてＹを輝度の縮小コンポーネント用バッファの位置（ｉ，ｊ）の値とし、
ステップＳ５６では、色差ＶについてＶを色差Ｖの縮小コンポーネント用バッファの位置
（ｉ／２，ｊ／２）の値とし、ステップＳ５７では、色差ＵについてＵを色差Ｕの縮小コ
ンポーネント用バッファの位置（ｉ／４，ｊ／４）の値とする。次の処理であるステップ
Ｓ５８では、式（６）により逆色変換を施し、ステップＳ５９ではＲＧＢ値を縮小画像用
バッファの位置（ｉ，ｊ）へ保存する。
【０１０４】
　また、先に述べたとおり、原画像の１／３の解像度の画像を得る場合、インターリーブ
後に原画像の１／２の解像度（画素数）となるまでのＬＬサブバンド（及びＨＬ，ＬＨ，
ＨＨサブバンド）を求め、本発明に係る処理によってインターリーブ後の係数の２／３の
解像度の画像を生成する。
【０１０５】
　図２３は、インターリーブ後の係数の２／３の解像度の画像を生成する場合に求めるべ
き画素（逆変換時の水平方向フィルタリング後の状態を色付けで表示）の例を示す図、図
２４は、インターリーブ後の係数の２／３の解像度の画像を生成する場合に求めるべき画
素（逆変換時の垂直方向フィルタリング後の状態を色付けで表示）の例を示す図である。
また、図７などと同様に、求めるべき画素を下線を引いて示している。図７，図８に準じ
、この場合の「求めるべき係数位置」を、図２３の係数配置８，図２４の係数配置９に、
それぞれ逆変換時の水平方向フィルタリング後の状態，垂直方向フィルタリング後の状態
として色付けすることで示す。図２３，図２４の係数値はそれぞれ図２，図１に対応して
いる。ただし原画像の画素数は図７及び図８とは異なるものとする。
【０１０６】
　以上、本発明に係る選択的逆変換処理に関して説明してきたが、以下、縮小画像の生成
に際し、エントロピー復号化部でウェーブレット係数の符号を部分的に復号することによ
り、復号速度と復号画質のバランスをとりながら、所望解像度の復号画像データ（所望の
縮小画像データ）の生成を行う画像データ生成装置、方法、プログラム、及び記録媒体に
関する様々な実施の形態を説明する。
【０１０７】
　デコードによって縮小画像を生成する場合は、画面の小さな表示装置に表示することを
目的とすることが多い。かかる場合、表示装置の表現能力が限られることから、縮小画像
自体の画質は厳しく問われないことがあり、むしろ復号時間の方が問題とされることがあ
る。或いは、前記表現能力が限られるために、縮小画像にデータ的に劣化していても、視
覚的には劣化が観察されないことが多いのである。
【０１０８】
　ここで例えばＪＰＥＧ２０００の様な、エントロピー復号化部において、解像度（帯域
）だけでなく復号する符号の割合も選択できるような方式の場合、該割合を制限すること
によって、ウェーブレット係数のエントロピー復号を高速に行うことができる。ＪＰＥＧ
２０００の場合、ウェーブレット係数の二進数表示を、上位ビットから下位ビットにかけ
て１ｂｉｔずつ符号化するため、どのｂｉｔまで復号するのかを適切に選ぶことによって
、復号画質と復号速度の最適化が図れるのである。先述のように、表示能力の限られた装
置に表示する場合等には、全ての符号を復号する必要はないことが多いのである。
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【０１０９】
　図２５は、本発明の他の実施形態に係る画像データ生成装置の構成を説明するための図
である。
　本実施形態に係る画像データ生成装置４０は、符号化されたウェーブレット係数を復号
する係数復号手段４１を有し、原画像を縮小した縮小画像のデータを生成する装置であり
、符号省略手段４２を有するものとする。
【０１１０】
　符号省略手段４２では、同一サブバンド中の符号のうち、復号を行わない符号を省略す
る。係数復号手段４１では、符号省略手段４２で省略された符号以外の符号を復号する。
すなわち係数復号手段４１では、同一サブバンドの符号を部分的に復号することとなる。
本実施形態に係る画像データ生成装置４０では、例えば後述するようにレイヤを部分的に
復号化してその復号データをもとに縮小画像を得ることも可能となる。本実施形態によれ
ば、復号速度と復号画質のバランスをとりながら、縮小画像を生成することが可能となる
。なお、ここでの「部分的」とは、全く復号しない場合を含まない。全く復号しない場合
は、帯域制限によって復号を省く場合と同じだからである。
【０１１１】
　さて、かかる最適化を図る場合には、画質への影響を抑えながら、復号する符号量を削
減することが重要となるが、ウェーブレット変換の場合、サブバンド（ＬＬ～ＨＨ）ごと
に、係数に生じた量子化誤差が画質へ与える影響が異なることが知られている。画質への
影響が最も大きいのはＬＬサブバンドであり、また同一デコンポジションレベルで比較し
た場合、一般に該影響はＨＬ　ＬＨ＞ＨＨである。よってＬＬサブバンド程量子化を抑え
、ＨＨサブバンド程量子化を行うのが通常である。また前記ＪＰＥＧ２０００の例のよう
に、上位ビットプレーン（後述）のいくつかのみ復号し、残りの下位ビットプレーンの復
号をしないことは、量子化によって下位ｂｉｔが失われたことに等しく、これはＬＬサブ
バンド程復号する符号の割合を多くし、ＨＨサブバンド程該割合を小さくする、といった
ことが可能なことを意味する。
【０１１２】
　また、ウェーブレット変換の場合、デコンポジションレベルによっても、係数に生じた
量子化誤差が画質へ与える影響が異なることが知られており、デコンポジションレベルが
高いほど該影響は大きい。
【０１１３】
　したがって、本発明の他の実施形態として、サブバンド間で復号する割合を変えるよう
にしてもよい。すなわち、符号省略手段４２にて省略される（復号を省略する）符号の量
又は割合が、サブバンド間において異なる場合があるようにする。本実施形態によれば、
サブバンド毎の画質への影響を考慮することにより、復号速度と復号画質の最適化を図り
ながら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１１４】
　また、本発明の他の実施形態として、ＬＬ～ＨＨの間で復号する割合を変えるようにし
てもよい。符号省略手段４２にて省略される符号の量又は割合が、同一デコンポジション
レベルのサブバンド間において異なる場合があるようにする。本実施形態によれば、同一
デコンポジションレベルのサブバンド毎の画質への影響を考慮することにより、復号速度
と復号画質の最適化を図りながら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１１５】
　また、本発明の他の実施形態として、デコンポジションレベル間で復号する割合を変え
るようにしてもよい。符号省略手段４２にて省略される符号の量又は割合が、デコンポジ
ションレベル間で異なる場合があるようにする。本実施形態によれば、デコンポジション
レベル毎の画質への影響を考慮することにより、復号速度と復号画質の最適化を図りなが
ら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１１６】
　さて、原画像が例えばＲＧＢという３コンポーネントからなるカラー画像であって、該
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画像に圧縮を施す場合、圧縮率をあげるために、ＲＧＢに色変換を施して１つの輝度と２
つの色差の３つの新たなコンポーネントに変換し、該変換後のコンポーネントに対して個
々にウェーブレット変換を施すのが通常である。
【０１１７】
　先のＪＰＥＧ２０００で採用されている色変換の例としては、ＲＣＴ(Reversible　Com
ponent　Transform)と呼ばれる下記変換がある。
　　輝度Ｙ＝|_（Ｒ＋２Ｇ＋Ｂ）／４_|
　　色差Ｃｒ＝Ｒ－Ｇ
　　色差Ｃｂ＝Ｂ－Ｇ　　　　　　　　　　…（８）
であり、その逆変換は、
　　Ｒ＝Ｇ＋Ｃｒ
　　Ｇ＝Ｙ－|_（Ｃｒ＋Ｃｂ）／４_|
　　Ｂ＝Ｃｂ＋Ｇ 　　　　　　　　　　　　…（９）
となる。ここで記号|_ｘ_|は、ｘのフロア関数（実数ｘを、ｘを越えず且つｘに最も近い
整数に置換する関数）を示している。
【０１１８】
　かかる場合、コンポーネント間においても、係数に生じた量子化誤差が画質へ与える影
響が異なることが知られており、輝度・色差系の場合は、輝度の影響が最も大きい。また
該影響は、色差間でも異なることが知られている。なお、上記色変換をしない場合には、
その影響はＧが一番大きい。
【０１１９】
　よって、本発明の他の実施形態として、複数のコンポーネントのウェーブレット係数を
復号する装置において、コンポーネント間で復号する割合を変えるようにしてもよい。す
なわち、復号は複数のコンポーネント毎に施し、且つ、前記符号省略手段にて省略される
符号の量又は割合がコンポーネント間で異なる場合があるようにする。本実施形態によれ
ば、コンポーネント毎の画質への影響を考慮することにより、復号速度と復号画質の最適
化を図りながら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１２０】
　また、本発明の他の実施形態として、復号を省略する符号の量又は割合がＬＬサブバン
ドで最小であるようにしてもよい。本実施形態によれば、ＬＬサブバンドによる画質への
影響を考慮することにより、復号速度と復号画質の最適化を図りながら、縮小画像を生成
することが可能となる。
【０１２１】
　また、本発明の他の実施形態として、復号を省略する符号の量又は割合がＨＨサブバン
ドで最大であるようにしてもよい。本実施形態によれば、ＨＨサブバンドによる画質への
影響を考慮することにより、復号速度と復号画質の最適化を図りながら、縮小画像を生成
することが可能となる。
【０１２２】
　また、本発明の他の実施形態として、デコンポジションレベルが高いほど復号を省略す
る符号の量又は割合が低いようにしてもよい。本実施形態によれば、デコンポジションレ
ベルによる画質への影響を考慮することにより、復号速度と復号画質の最適化を図りなが
ら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１２３】
　また、本発明の他の実施形態として、輝度コンポーネントを復号する装置において、復
号を省略する符号の量又は割合が輝度コンポーネントで最小であるようにしてもよい。本
実施形態によれば、輝度による画質への影響を考慮することにより、復号速度と復号画質
の最適化を図りながら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１２４】
　また、本発明の他の実施形態として、複数の色差コンポーネントを復号する装置におい
て、復号を省略する符号の量又は割合が色差間で異なるようにしてもよい。本実施形態に
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よれば、色差毎の画質への影響を考慮することにより、復号速度と復号画質の最適化を図
りながら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１２５】
　また、本発明の他の実施形態として、輝度Ｙ及び２つの色差コンポーネントＣｂ、Ｃｒ
を復号する装置において、復号を省略する符号の量又は割合がＹ＜Ｃｒ＜Ｃｂであるよう
にしてもよい。人間の視覚特性上、Ｃｒによる影響よりもＣｂによる影響の方が小さいこ
とが実験的に知られており、画像の色合いによっては効果がない場合もあるが、本実施形
態によれば、Ｃｂ，Ｃｒ毎の画質への影響を考慮することにより、復号速度と復号画質の
最適化を図りながら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１２６】
　また、任意サイズの縮小画像を生成するためには、所望サイズよりも大きめのサイズに
復号して逆ウェーブレット変換後間引くか、或いは小さめに復号して補間するのが通常で
ある。なおこの場合、（両方の場合で復号される）同一デコンポジションレベルで比較し
た場合、補間する場合の方が、間引く場合よりも、復号する割合を高くする必要がある。
【０１２７】
　したがって、本発明の他の実施形態として、所望の画像サイズ以下のサイズのサブバン
ドだけを復号する手段を有するようにしてもよい。換言すると、ＬＬサイズで抜き出すよ
うにする。本実施形態によれば、復号するサブバンドのサイズを制限することによって、
復号速度と復号画質の最適化を図りながら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１２８】
　また、本発明の他の実施形態として、所望の画像サイズ未満のサイズのサブバンドだけ
を復号する手段と、間引き手段を有するようにしてもよい。本実施形態によれば、復号す
るサブバンドのサイズを制限することによって、復号速度と復号画質の最適化を図りなが
ら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１２９】
　また、本発明の他の実施形態として、所望の画像サイズを越えない最大サイズのサブバ
ンドまでを復号する手段と、補間手段を有するようにしてもよい。本実施形態によれば、
復号するサブバンドのサイズを制限することによって、復号速度と復号画質の最適化を図
りながら、縮小画像を生成することが可能となる。
【０１３０】
　以上、本発明の部分的復号処理を行う画像データ生成装置を中心に各実施形態を説明し
てきたが、本発明は、それらの装置における処理ステップからなる画像データ生成方法と
しても、或いは、コンピュータをそれら装置として又はそれらの装置の各手段として機能
させるための、又はコンピュータにそれら方法を実行させるためのプログラム（それらの
処理内容が実装されているコンピュータプログラム）としても、或いは、そのプログラム
を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体（それらの処理内容が記録されているコ
ンピュータ読み取り可能な情報記録媒体）としての形態も可能である。後述する実施例か
らも明らかなように、この方法により、復号速度と復号画質のバランスをとりながら或い
は最適化を図りながら、縮小画像を生成することができる。また、このプログラムにより
、上述の各実施形態に対応した処理によって、復号速度と復号画質のバランスをとりなが
ら或いは最適化を図りながら、縮小画像を生成することが可能なシステムを提供すること
ができる。また、この記録媒体により、上述の各実施形態に対応した構成で、復号速度と
復号画質のバランスをとりながら或いは最適化を図りながら、縮小画像を生成することが
可能なシステムを提供することができる。これらのプログラムや記録媒体は、上述した実
施形態に加え、後述する実施例を元に容易に実施できることは明らかである。
【０１３１】
　本発明による画像データ生成の機能を実現するためのプログラムやデータを記憶した記
録媒体の実施形態を説明する。記録媒体としては、具体的には、ＣＤ－ＲＯＭ、光磁気デ
ィスク、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＦＤ、フラッシュメモリ、及びその他各種ＲＯＭやＲＡＭ等が
想定でき、これら記録媒体に上述した本発明の各実施形態に係る機能をコンピュータに実
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行させ、画像データ生成の機能を実現するためのプログラムを記録して流通させることに
より、当該機能の実現を容易にする。そしてコンピュータ等の情報処理装置に上記のごと
くの記録媒体を装着して情報処理装置によりプログラムを読み出すか、若しくは情報処理
装置が備えている記憶媒体に当該プログラムを記憶させておき、必要に応じて読み出すこ
とにより、本発明に関わる画像データ生成の機能を実行することができる。
【０１３２】
　以下、本発明の部分的復号処理を具体的に説明する。
　なお後述するが、本発明の部分的復号処理における復号を省略する符号の量や割合とは
、例えば、「復号を省略したビットプレーン数」や「符号化されている総ビットプレーン
数に対する復号を省略したビットプレーンの数」を意味する。
【０１３３】
　本発明の実施例の装置構成は、図１１及び図１２を参照して説明したものと同様であり
説明を省略する。
【０１３４】
　また以下の実施例は、５×３変換を選択したＪＰＥＧ２０００での適用例であるため、
まずＪＰＥＧ２０００の処理の概要について説明する。もちろん、本発明の適用範囲がＪ
ＰＥＧ２０００に限られないことは言及するまでもない。
【０１３５】
　図１０を再度参照すると、ＪＰＥＧ２０００における符号化・復号化処理の流れにおい
て、→方向が符号化（圧縮）、←方向が復号化（伸長）であり、復号時には、エントロピ
ー復号、（必要に応じて）逆量子化を経て得られたコンポーネント毎のウェーブレット係
数に対して、逆ウェーブレット変換が施され、その後逆色変換がなされてＲＧＢの画素値
に戻ることを示している。
【０１３６】
　色変換部については既述したため、ここではサブバンド及びデコンポジションレベルの
定義も兼ねて、ウェーブレット変換・逆変換について説明する。
　ウェーブレット変換・逆変換そのものについては、図１乃至図５、図９、図１０、及び
図１５を参照して前述したので省略する。
　各サブバンドごとのウェーブレット係数の符号化について説明すると、公知のように、
ＪＰＥＧ２０００においては、サブバンドごとに、係数を上位ビット（ＭＳＢ）から下位
ビット（ＬＳＢ）まで、ビットプレーン単位で符号化することが可能である。なお、厳密
には各ビットプレーンをさらに細分化して符号化するが、その説明は省略する。
【０１３７】
　図２６は、２ＬＬサブバンドの係数例を示す図で、図２６（Ａ）は２ＬＬサブバンドの
係数例を、図２６（Ｂ）はその係数をビットプレーンに分割したものを示す図である。ま
た、図２７は、本発明の一実施例における符号の構成例を示す図で、図中、符号は紙面上
から下の方向の順番で並ぶよう構成可能であることを表している。
　今、図５の２ＬＬサブバンドの係数が、図２６（Ａ）のような値をとったとする。これ
らの値を二進数で表現し、各ｂｉｔごとに分けたものがビットプレーンであり、図２６（
Ａ）の係数は、図２６（Ｂ）のような４枚のビットプレーンにわけることができる。１５
の二進表現は１１１１であるから、ビットプレーン中で、図５の値１５に対応する位置に
は全て１が立つ事になる。
【０１３８】
　そしてＪＰＥＧ２０００においては、これらのビットプレーンを個々に符号化する。す
なわち、図２７のような構成の符号生成が可能であり、図２７は、符号が２ＬＬサブバン
ドから始まって、１ＨＨサブバンドで終わることを示している。また、各ビットプレーン
は、最上位ｂｉｔから順に符号化されており、復号器は、符号化されているビットプレー
ンの総数を知ることができるため、最下位ビットプレーンの復号を省略したり、最下位か
ら数えて２枚目までのビットプレーンの復号を省略したり、といったことを容易に行うこ
とができる。
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【０１３９】
　以上のもと、本発明の部分的復号処理を適用した縮小画像生成の基本的な流れを説明す
る。
　図２８は、本発明の画像データ生成装置における処理の一実施例を説明するためのフロ
ー図で、本発明の部分的復号処理を適用した縮小画像生成の基本的な流れを説明するため
のフロー図である。また、図２９乃至図３１は、図２８の処理における部分的復号処理を
詳細に説明するためのフロー図で、それぞれ輝度Ｙ，色差Ｃｒ，色差Ｃｂコンポーネント
における部分的復号処理の流れを説明するためのフロー図である。
【０１４０】
　本実施例の画像データ生成装置に関し、図１１及び図１２で説明した装置構成のもと、
図２８乃至図３１を参照し、式（８）による色変換及び５×３変換を使用してロスレスに
圧縮された画像データを元に縮小画像を生成する例を説明する。ロスレス圧縮であるから
、全てのサブバンドの全てのビットプレーンが符号化されていることになる。
【０１４１】
　本実施例における縮小画像の生成処理においては、まず、ユーザから指定された解像度
（１／ｋとする）に基づいて生成する縮小画像の解像度レベルｒをセットする（ステップ
Ｓ７１）。次にｉ＝０にセットし、同時にｒから１を減じ（ステップＳ７２）、ｉ≦ｒを
満たす間ｉをインクリメントし（ステップＳ７３，Ｓ７５）、その間、解像度レベルｉに
ついて全コンポーネントのエントロピー符号を部分的に復号する（ステップＳ７４）。
【０１４２】
　図２７においては解像度０（最小解像度）のコンポーネント０（輝度），コンポーネン
ト１（色差Ｖ），コンポーネント２（色差Ｕ）、解像度１のコンポーネント０，１，２、
解像度２のコンポーネント０，１，２、．．．の順に並んだ符号を示しており、公知のよ
うにＪＰＥＧ２０００においては、図２７に示したように、全てのコンポーネントの符号
を、解像度順に並べた状態に構成することができるため、最も低解像度から所望の解像度
までだけのウェーブレット係数を容易にとりだすことができる（ステップＳ７１～Ｓ７５
）。
【０１４３】
　これまでの議論及び本明細書中において、しばしば１／３の「解像度」という表現を使
ったが、ＪＰＥＧ２０００では、解像度に類似した量として「解像度レベル」と呼ぶ量を
使用する。最も低い解像度レベルが０、その次の解像度レベルは１となり、デコンポジシ
ョンレベルと解像度レベルの関係は図１５に示すようになる。なお、この関係はＬＬのみ
例外的な値となる。すなわち、３ＬＬは解像度レベル０、３ＨＬ，３ＬＨ，３ＨＨは解像
度レベル１、２ＨＬ，２ＬＨ，２ＨＨは解像度レベル２、１ＨＬ，１ＬＨ，１ＨＨは解像
度レベル３というようになる。また、２ＬＬは解像度レベル１、１ＬＬは解像度レベル２
となる。
【０１４４】
　解像度レベルｒが原画像の何分の１の解像度かは、デコンポジションレベルの最大値に
よることになる。デコンポジションレベルの最大値をｄとすると、解像度レベルがｒ（ｒ
＞０）であるウェーブレット係数（サブバンド）の、原画像に対する解像度は１／２＾（
ｄ－ｒ＋１）になる。よって、原画像の１／Nの縮小画像を生成するために、ステップＳ
７１でセットすべきｒの値は、
　　ｒ＝ｄ－（ｌｏｇ２ｋ－１）　　　…（７）
となる。よって、ユーザによって、原画像に対する所望の解像度（１／ｋ）が与えられる
と、式（７）によって解像度レベルｒが算出され、ステップＳ７１でセットされる。
【０１４５】
　ウェーブレット係数は、通常量子化されており、逆ウェーブレット変換前には逆量子化
しておく必要がある。そこで、解像度レベルｒ以下の解像度ｉにおける処理が終了すると
（ステップＳ７３でＮＯ）、復号した全てのウェーブレット係数を逆量子化する（ステッ
プＳ７６）。その後、逆ウェーブレット変換処理を実行する（ステップＳ７７）。ステッ
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プＳ７７で示した逆ウェーブレット変換処理として、前述した選択的ウェーブレット逆変
換処理を適用してもよい。次に、解像度ｉがｒと同じかを判定し（ステップＳ７８）、同
じでなければ間引き処理を施す（ステップＳ７９）。コンポーネントが複数の場合には、
ｉ＝ｒのとき（ステップＳ７８でＹＥＳ）及び間引き処理（ステップＳ７９）の後、逆色
変換を施して（ステップＳ８０）、処理を終了する。
【０１４６】
　本発明の一特徴である部分的復号は、ステップＳ７４における処理であり、本実施例で
は解像度レベルｉの値によって（デコンポジションレベルによって）、以下のように各成
分の符号を部分的に復号して輝度のウェーブレット係数を得る。
【０１４７】
　図２９を参照すると、コンポーネントが輝度Ｙであるかを判定し（ステップＳ８１）、
他のコンポーネントであれば図３０及び図３１の処理に移行する。輝度Ｙに対しては（ス
テップＳ８１でＹＥＳ）、ステップＳ８２でｉ≦ｒ－２を満たすかを判定し、ステップＳ
８４でｉ≦ｒ－１を満たすかを判定し、それらの判定により、輝度Ｙの符号を部分的に復
号して、輝度のウェーブレット係数を得ることとなる。
【０１４８】
　ｉ≦ｒ－２のとき（ステップＳ８２でＹＥＳ）、全てのサブバンドについて全ビットプ
レーンの符号を復号する（ステップＳ８３）。ＬＬサブバンドは解像度レベル０にのみ存
在するので、ステップＳ８３の結果、ＬＬサブバンドの符号は全て復号され、復号を省略
する量としては最小となる。
【０１４９】
　ｒ－２＜ｉ≦ｒ－１のとき（ステップＳ８２でＮＯ、ステップＳ８４でＹＥＳ）、ＨＬ
及びＬＨサブバンドに対しては最下位から２枚目までのビットプレーンの復号を省略し、
ＨＨサブバンドに対しては最下位から３枚目までのビットプレーンの復号を省略して、復
号を行う（ステップＳ８５）。
【０１５０】
　ｒ－１＜ｉ≦ｒのとき（ステップＳ８２でＮＯ、ステップＳ８４でＮＯ）、ＨＬ及びＬ
Ｈサブバンドに対しては最下位から３枚目までのビットプレーンの復号を省略し、ＨＨサ
ブバンドに対しては最下位から４枚目までのビットプレーンの復号を省略して、復号を行
う（ステップＳ８６）。
【０１５１】
　また、色差Ｃｒの符号については、図３０を参照すると、コンポーネントが色差Ｃｒで
あるかを判定し（ステップＳ９１）、他のコンポーネントであれば図３１（及び図２９）
の処理に移行する。色差Ｃｒに対しては（ステップＳ９１でＹＥＳ）、ステップＳ９２で
ｉ≦ｒ－３を満たすかを判定し、ステップＳ９４でｉ≦ｒ－２を満たすかを判定し、ステ
ップＳ９６でｉ≦ｒ－１を満たすかを判定し、それらの判定により、色差Ｃｒの符号を部
分的に復号して、色差Ｃｒのウェーブレット係数を得ることとなる。色差Ｃｒに対しては
、輝度Ｙよりもさらに１枚分のビットプレーンの復号を省略してウェーブレット係数を得
る。
【０１５２】
　ｉ≦ｒ－３のとき（ステップＳ９２でＹＥＳ）、全てのサブバンドについて全ビットプ
レーンの符号を復号する（ステップＳ９３）。
【０１５３】
　ｒ－３＜ｉ≦ｒ－２のとき（ステップＳ９２でＮＯ、ステップＳ９４でＹＥＳ）、ＨＬ
及びＬＨサブバンドに対しては最下位から２枚目までのビットプレーンの復号を省略し、
ＨＨサブバンドに対しては最下位から３枚目までのビットプレーンの復号を省略して、復
号を行う（ステップＳ９５）。
【０１５４】
　ｒ－２＜ｉ≦ｒ－１のとき（ステップＳ９２でＮＯ、ステップＳ９４でＮＯ、ステップ
Ｓ９６でＹＥＳ）、ＨＬ及びＬＨサブバンドに対しては最下位から３枚目までのビットプ
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レーンの復号を省略し、ＨＨサブバンドに対しては最下位から４枚目までのビットプレー
ンの復号を省略して、復号する（ステップＳ９７）。
【０１５５】
　ｒ－１＜ｉ≦ｒのとき（ステップＳ９２，Ｓ９４，Ｓ９６でＮＯ）、ＨＬ及びＬＨサブ
バンドに対しては最下位から４枚目までのビットプレーンの復号を省略し、ＨＨサブバン
ドに対しては最下位から５枚目までのビットプレーンの復号を省略し、復号する（ステッ
プＳ９８）。
【０１５６】
　また、色差Ｃｂの符号については、図３１を参照すると、コンポーネントが色差Ｃｂで
あるかを判定し（ステップＳ１０１）、他のコンポーネントであれば図２９及び図３０の
処理に移行する。色差Ｃｂに対しては（ステップＳ１０１でＹＥＳ）、ステップＳ１０２
でｉ≦ｒ－３を満たすかを判定し、ステップＳ１０４でｉ≦ｒ－２を満たすかを判定し、
ステップＳ１０６でｉ≦ｒ－１を満たすかを判定し、それらの判定により、色差Ｃｂの符
号を部分的に復号して、色差Ｃｂのウェーブレット係数を得ることとなる。色差Ｃｂに対
しては、色差Ｃｒよりもさらに１枚分のビットプレーンの復号を省略して色差Ｃｂのウェ
ーブレット係数を得る。
【０１５７】
　ｉ≦ｒ－３のとき（ステップＳ１０２でＹＥＳ）、全てのサブバンドについて全ビット
プレーンの符号を復号する（ステップＳ１０３）。
【０１５８】
　ｒ－３＜ｉ≦ｒ－２のとき（ステップＳ１０２でＮＯ、ステップＳ１０４でＹＥＳ）、
ＨＬ及びＬＨサブバンドに対しては最下位から３枚目までのビットプレーンの復号を省略
し、ＨＨサブバンドに対しては最下位から４枚目までのビットプレーンの復号を省略して
、復号を行う（ステップＳ１０５）。
【０１５９】
　ｒ－２＜ｉ≦ｒ－１のとき（ステップＳ１０２でＮＯ、ステップＳ１０４でＮＯ、ステ
ップＳ１０６でＹＥＳ）、ＨＬ及びＬＨサブバンドに対しては最下位から４枚目までのビ
ットプレーンの復号を省略し、ＨＨサブバンドに対しては最下位から５枚目までのビット
プレーンの復号を省略して、復号する（ステップＳ１０７）。
【０１６０】
　ｒ－１＜ｉ≦ｒのとき（ステップＳ１０２，Ｓ１０４，Ｓ１０６でＮＯ）、ＨＬ及びＬ
Ｈサブバンドに対しては最下位から５枚目までのビットプレーンの復号を省略し、ＨＨサ
ブバンドに対しては最下位から６枚目までのビットプレーンの復号を省略し、復号する（
ステップＳ１０８）。
【０１６１】
　このように、復号を省略する量が、コンポーネント間でＹ＜Ｃｒ＜Ｃｂとなっており、
またデコンポジションレベルが高いほど、少なくなっている。また、符号化されている総
ビットプレーン数が、各サブバンドで等しい場合には、「省略する量の多寡」はそのまま
「省略する割合の多寡」となる。
【０１６２】
　なお、ＪＰＥＧ２０００の場合、エントロピー符号器はＭＱコーダが使用されるが、本
発明の部分的復号処理においては、復号を部分的に省略できるような符号構成であること
が重要であり、エントロピー符号器の詳細はその本質とは直接関係しないため省略する。
【０１６３】
　そして、ｉ＝ｒ＋１の場合（ステップＳ７８でＹＥＳ）は、ユーザが指定した解像度と
、ウェーブレット変換の解像度レベルが一致しているため、逆量子化、逆ウェーブレット
変換後、間引き処理を経ずして逆色変換が成され、所望の縮小画像が生成される。一方、
そうでない場合（ステップＳ７８でＮＯ）には、ウェーブレット変換の解像度レベルは、
ユーザが指定した解像度よりも大きめとなるため、逆量子化、逆ウェーブレット変換後、
Ｙ，Ｃｂ，Ｃｒの各々が公知の間引き処理によって所望のサイズに変換される。本実施例



(27) JP 4189957 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

では、処理量低減のため、逆色変換したＲＧＢ値を間引くのではなく、逆色変換前に間引
き処理を行う構成としている。
【０１６４】
　なお、最下位ビットプレーンの復号を１枚省略することは、ウェーブレット係数を２で
除算（量子化）することに等しく、最下位からｎ枚目までのビットプレーンの復号を省略
することは、該係数を２＾ｎで量子化することに等しい。よってビットプレーンの復号を
省略した場合には、復号されたウェーブレット係数に２＾ｎを乗じてやれば、逆量子化を
行ったことになる。
【０１６５】
　なお、本実施例では、ＹＣｂＣｒの算出に式（８）を使用したが、ＣＣＩＲ６０１で規
定されている周知の式でＹＣｂＣｒを算出した場合でも、本実施例の手法は適用可能であ
る。また、間引き処理法の例としては、例えば広く使用されている最近傍法があげられる
。間引き処理法自体のアルゴリズムは、本発明の部分的復号処理の主題には影響を与えな
いため、詳しいアルゴリズムの説明は省略するが、例えば「田村秀行著、コンピュータ画
像処理入門（総研出版）」を参照されたい。
【０１６６】
　図３２は、本発明の画像データ生成装置における処理の他の実施例を説明するためのフ
ロー図で、本発明の部分的復号処理を適用した縮小画像生成の基本的な流れを説明するた
めのフロー図である。
【０１６７】
　先の実施例では、ステップＳ７３の条件式が「ｉ≦ｒ」であったため、抽出されたウェ
ーブレット変換の解像度レベルは、ユーザが指定した解像度に等しいか１つ大きいかであ
った、しかし、これを「ｉ＜ｒ」とすれば、ユーザが指定した解像度よりも１周り小さい
解像度レベルが抽出され、逆ウェーブレット変換後、Ｙ，Ｃｂ，Ｃｒの各々が公知の補間
処理によって所望のサイズに変換される。
【０１６８】
　図３２を参照して説明すると、本実施例における縮小画像の生成処理においては、まず
、ユーザから指定された解像度（１／ｋとする）に基づいて生成する縮小画像の解像度レ
ベルｒをセットする（ステップＳ１１１）。次にｉ＝０にセットし、ｒ＝ｒ－１とし（ス
テップＳ１１２）、ｉ＜ｒを満たす間ｉをインクリメントし（ステップＳ１１３，Ｓ１１
５）、その間、解像度レベルｉについて全コンポーネントのエントロピー符号を部分的に
復号する（ステップＳ１１４）。また、ＹＣｂＣｒ間での部分的な復号処理（ステップＳ
１１４）に関しては、先と同様、図２９乃至図３１で説明した処理が適用可能である。
【０１６９】
　ウェーブレット係数は、通常量子化されており、逆ウェーブレット変換前には逆量子化
しておく必要がある。そこで、解像度レベルｒ未満の解像度ｉにおける処理が終了すると
（ステップＳ１１３でＮＯ）、復号した全てのウェーブレット係数を逆量子化する（ステ
ップＳ１１６）。その後、逆ウェーブレット変換処理を実行する（ステップＳ１１７）。
次に、補間処理を行う（ステップＳ１１８）。補間処理法の例としては、例えば広く使用
されている最近傍法が挙げられる。詳しいアルゴリズムの説明は、上記「コンピュータ画
像処理入門」を参照されたい。コンポーネントが複数の場合には、逆色変換を施して（ス
テップＳ１１９）、処理を終了する。
【０１７０】
【発明の効果】
　本発明によれば、ウェーブレット係数を逆ウェーブレット変換し、原画像の縮小画像を
生成する際に、同一サブバンド中の係数を選択的に逆変換するので、少ない計算量で縮小
画像を生成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　１６×１６のモノクロの画像に対して、ＪＰＥＧ２０００で採用されている５
×３変換と呼ばれるウェーブレット変換を２次元（垂直方向及び水平方向）で施す過程の
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例を説明するための図である。
【図２】　１６×１６のモノクロの画像に対して、ＪＰＥＧ２０００で採用されている５
×３変換と呼ばれるウェーブレット変換を２次元（垂直方向及び水平方向）で施す過程の
例を説明するための図である。
【図３】　１６×１６のモノクロの画像に対して、ＪＰＥＧ２０００で採用されている５
×３変換と呼ばれるウェーブレット変換を２次元（垂直方向及び水平方向）で施す過程の
例を説明するための図である。
【図４】　１６×１６のモノクロの画像に対して、ＪＰＥＧ２０００で採用されている５
×３変換と呼ばれるウェーブレット変換を２次元（垂直方向及び水平方向）で施す過程の
例を説明するための図である。
【図５】　２回のウェーブレット変換して並べ替えた後の模式的な係数配列を示す図であ
る。
【図６】　本発明の一実施形態に係る画像データ生成装置の構成を説明するための図であ
る。
【図７】　図１の原画像を５×３ウェーブレット変換した後の全ての係数を、逆ウェーブ
レット変換することにより生成された１６×１６画像を示す図である。
【図８】　図１の原画像を５×３ウェーブレット変換した後の全ての係数に対し、逆変換
時の水平方向のフィルタリングを施すことにより生成された１６×１６画像を示す図であ
る。
【図９】　本発明を利用して解像度１／３の画像を生成する場合の構成を、ウェーブレッ
ト変換・逆ウェーブレット変換の流れに沿って示した図である。
【図１０】　本発明の他の実施形態に係る画像データ生成装置を説明するためのブロック
図である。
【図１１】　本発明の一実施形態に係る画像データ生成装置の構成例を示す図である。
【図１２】　本発明の一実施形態に係る画像データ生成装置の他の構成例を示す図である
。
【図１３】　本発明の画像データ生成装置における処理の一実施例を説明するためのフロ
ー図である。
【図１４】　本発明の一実施例における符号の構成例を示す図である。
【図１５】　デコンポジションレベルと解像度レベルの関係を示す図である。
【図１６】　全コンポーネントに対するＬＬ生成処理を説明するためのフロー図である。
【図１７】　図１６の処理内容を詳細に説明するためのフロー図である。
【図１８】　全コンポーネントに対する水平画素位置決定及び水平方向フィルタリング処
理を説明するためのフロー図である。
【図１９】　図１８の処理内容を詳細に説明するためのフロー図である。
【図２０】　全コンポーネントに対する垂直画素位置決定及び垂直方向フィルタリング処
理を説明するためのフロー図である。
【図２１】　図２０の処理内容を詳細に説明するためのフロー図である。
【図２２】　逆色変換処理を説明するためのフロー図である。
【図２３】　インターリーブ後の係数の２／３の解像度の画像を生成する場合に求めるべ
き画素の例を示す図である。
【図２４】　インターリーブ後の係数の２／３の解像度の画像を生成する場合に求めるべ
き画素の例を示す図である。
【図２５】　本発明の他の実施形態に係る画像データ生成装置の構成を説明するための図
である。
【図２６】　２ＬＬサブバンドの係数例を示す図である。
【図２７】　本発明の一実施例における符号の構成例を示す図である。
【図２８】　本発明の画像データ生成装置における処理の一実施例を説明するためのフロ
ー図である。
【図２９】　図２８の処理における部分的復号処理を詳細に説明するためのフロー図であ
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る。
【図３０】　図２８の処理における部分的復号処理を詳細に説明するためのフロー図であ
る。
【図３１】　図２８の処理における部分的復号処理を詳細に説明するためのフロー図であ
る。
【図３２】　本発明の画像データ生成装置における処理の他の実施例を説明するためのフ
ロー図である。
【図３３】　従来技術２の公報に記載された、原画像の１／３の解像度を得る場合のウェ
ーブレット変換部の構成を示す図である。
【符号の説明】
　１…画像、　２，３，４，５，６，７，８，９…係数配列、
　１０，４０…画像データ生成装置、　１１…逆ウェーブレット変換手段、
　１２…係数選択手段、　２１…色空間変換・逆変換部、
　２２…２次元ウェーブレット変換・逆変換部、　２３…量子化・逆量子化部、
　２４…エントロピー符号化・復号化部、　２５…タグ処理部、
　３１，３５…ＲＡＭ、　３２，３６…ＣＰＵ、　３３，３７…データバス、
　３４，３８…ＨＤＤ、　３９…モニタ、　４１…係数復号手段、　４２…符号省略手段

【図１】 【図２】
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